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  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 
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書記 

  中村 圭吾 教育総務グループ主任 

  尾阪 裕典 教育総務グループ主事 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第１号 大阪狭山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正 

           する規則について 

日程第２ 議案第２号 大阪狭山市教育委員会公印規則の一部を改正する規 

           則について 

日程第３ 議案第３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 

日程第４ 議案第４号 大阪狭山市教育委員会事務局の内部組織におけるグ 

           ループの設置に関する規程の一部を改正する規程に 

           ついて 

日程第５ 議案第５号 大阪狭山市教育委員会表彰規程の一部を改正する規 

           程について 

日程第６ 報告第１号 大阪狭山市教育委員会事務局の組織機構の見直しに 

           ついて 

日程第７ 報告第２号 報酬並びに費用弁償支給条例の一部を改正する条例

について 

日程第８ 報告第３号 大阪狭山市育英金貸与条例及び大阪狭山市放課後児 

           童会条例の一部を改正する条例について 

日程第９ 報告第４号 大阪狭山市子ども・子育て協議会条例の一部を改正 

           する条例について 

日程第10 報告第５号 平成28年度大阪狭山市保育教育指針について 

日程第11 報告第６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 

日程第12 報告第７号 平成28年度（2016年度）一般会計予算（教育委員会 

           関係）について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 



－1－ 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、よろしくお願いします。 

 きょうは、定例会、場所のほうが変わりまし

て、シティプラザ大阪で開催することになりま

した。 

 それでは、平成28年第２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、会議は成立いたしております。 

 なお、本日の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、瀬川委員、お二人を指名いたします。 

 教育長報告につきましては一覧表にしており

ますが、主な報告につきましてご報告させてい

ただきます。 

 １月28日、平成27年度大阪府都市教育委員会

代表者研修会に行ってまいりました。 

 １月29日、第３回南河内地区人事協議会が開

かれました。 

 １月30日、市長、副市長、教育長によります

タウンミーティングを開催いたしました。これ

につきましては、市民を対象に大阪狭山市の施

策等々について意見交換等がございました。 

 ２月７日、日曜日、第59回南大阪駅伝競走大

会がございました。閉会式の挨拶をいたしまし

た。一覧表の競走の「きょう」の漢字の訂正を

よろしくお願いします。来年、第60回大会につ

きましては大阪狭山市が世話役ということにな

りますので、またご協力をお願いすることがあ

るかもわかりません。よろしくお願いします。 

 ２月９日、平成27年度大阪狭山市学校給食会

第３回理事会がございました。最終でございま

す。 

 ２月19日、臨時議会が開かれました。 

 以上、主な報告でございます。 

 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か。 

 ありがとうございます。 

 それでは、早速ですが、本日、議案のほうが

たくさんございます。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１号、大阪狭山市教育委員会事務

局組織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。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 議案第１号、大阪狭山市教育委員会事務局組

織規則の一部を改正する規則について、簡単に

ご説明させていただきます。 

 まず、規則改正の理由についてです。 

 平成28年４月１日より、大阪狭山市教育委員

会事務局に、こども政策部が設置されます。教

育委員会事務局内に２つの部、教育部とこども

政策部ができることから、２つの部にまたがる

共通事務分掌、それから各部の事務分掌を定め

るとともに、名称の変更や語句の修正等、所要

の改正を行うものでございます。 

 改正の概要についてです。 

 お手元のほうに、別冊で冊子と資料を配らせ

ていただいております。そちらをごらんくださ

い。 

 ２枚めくっていただきまして、新旧対照表を

見ていただけたらと思います。 

 まず、第２条関係でございます。事務局、旧

の改正前におきまして規定されていましたこど

も育成室を廃止し、こども政策部を設置するこ

とにより、この部分を修正しております。 

 それから、こども育成室を廃止することから、

そこに設けていました室長、室次長、室次長補

佐の職名につきまして、こちらのほうを削除し

ております。こちらのほうが４条、５条、それ

から別表関係になります。 
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 それから、２つの部ができるということから、

共通の事務分掌を第６条に新たに６項目を設け

ております。 

 また、この６条に共通事務分掌を持ってきた

ことによりまして条ずれが起こりまして、旧の

場合11条であった条文が12条となっております。 

 それから、各部の第７条で事務分掌を規定さ

せていただいておりますが、まず教育部のほう

で63項目、こども政策部で22項目の事務分掌を

定めさせていただいているとともに、下線が引

かれているところにつきましては名称の変更や

字句の修正等を行っております。 

 簡単ですけれども、以上で説明を終わらせて

いただきます。 

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、ご質問等ございませんか。 

 多種にわたり規則がそれぞれ事務分掌も含め

まして整理されております。なかなかすぐにご

意見出ないかもしれません。 

このことについて特に、両部長、何もない

ですかね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 教育委員会事務局の組織、規則そのものがか

なり詳しくなっておりまして、これも大分整理

しようと思って谷部長とも一緒に話しをしまし

た。先ほどありましたように、共通事務分掌を

設けたというようなところが大きな改正と言え

ます。それ以外につきましては、必要でないと

思われるところの事務分掌を削ったり、あるい

は２つのところを１つにしたとかいうようなと

ころはしております。大きくは今やっていると

ころを２つに分けたという点が中心的な改正で

ございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 谷部長のほうも特に、何かございますか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 そうですね、もともとこの事務分掌、ずらっ

と、もともとが87ほど入っていまして、当初、

平成20年でしたかな、こども育成室のほうが教

育委員会に入ってきたときに後のほうを足して

いったような状況になっております。幼稚園に

関する部分が前のほうに載っているということ

に以前の分はなっておりましたので、今回それ

を整理させていただいて、教育部は教育総務か

ら学校教育、社会教育、給食と、課の順番に並

んで事務分掌があります。こども政策部のほう

は子育て支援グループが先にあって、それから

保育・教育グループというふうな形で並べるよ

うに整理をさせていただきました。 

教育委員（山崎 貢） 

 本当に整理されてわかりやすくなったと思い

ます。特に前の規則では、こども政策部にかか

わるものがばらばらでしたので。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 真ん中あたりと後ろのほうという形でした。 

教育委員（山崎 貢） 

 多分、幼稚園なんか、教育総務グループに入

っていたんかな、以前は。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 学校教育に入っていました。 

教育委員（山崎 貢） 

 学校教育ですか。その辺でちょっとね。後で

子育て支援室が教育委員会に入ったという関係

でばらけていたのが、整理されてわかりやすく

なったんじゃないかと。 

教育長（長谷雄二） 

 今、山崎委員がおっしゃられるように、研修

とか、幼稚園、小学校にかかわらず教員のスキ

ルを高めるという部分では、部が２つに分かれ

たということはありますが、今後も職員研修に

ついては連携していきたいなということは、こ

の間の事務分掌の整理の中でも、共通理解でき
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ております。 

 それではよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 ほかにないようですので、日程第１、議案第

１号、大阪狭山市教育委員会事務局組織規則の

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２号、大阪狭

山市教育委員会公印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。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 議案第２号、大阪狭山市教育委員会公印規則

の一部を改正する規則について、ご説明させて

いただきます。 

 まず、規則改正の理由についてでございます。 

 先ほどと重複するんですが、教育委員会事務

局の中に、４月１日から、こども育成室を廃止

いたしまして、教育委員会事務局こども政策部

として室のほうを昇格させます。このことに伴

いまして所要の改正を行うものでございます。 

 改正の概要についてでございます。 

 議案書の６ページをごらんください。 

 まず、４条関係でございます。旧のほうでは

室次長補佐という項目を設けておりましたが、

こちらのほうが部になることに伴いまして削除

ということになっております。 

 それから、別表の下のところ、６ページの真

ん中あたりになりますけれども、公印の管理者

は教育部こども育成室長となっておりましたが、

こちらのほうをこども政策部子育て支援グルー

プ課長に改めさせていただいております。 

 それから、11ページをごらんください。 

 こども政策部の部長職の職ができることに伴

いまして公印を追加するということで、こちら

のほうに部長の印影のほうを入れさせていただ

いております。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

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。 

 これはないと思いますので、日程第２、議案

第２号、大阪狭山市教育委員会公印規則の一部

を改正する規則については承認されました。 

 よろしいですか。 

教育委員（瀬川武美） 

 こども政策部の中の内訳が先にわからなかっ

たのですが、こども政策部は子育て支援グルー

プと保育・教育グループに分かれるということ

ですね。この情報が後に出てくるので、今の公

印のところがよくわからなかったので、お尋ね

しました。 

教育長（長谷雄二） 

 今のご質問はこども政策部が２つのグループ

になるということの説明ということでございま

す。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 すみません、ちょっと自分の中ではわかって

しまっていたので、申しわけございません。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、続きまして、日程第３、議案第３

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。議案第３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、ご

説明させていただきます。 

 議案書の16ページをごらんになってください。 

 本規則は、学校教育法等の一部を改正する法
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律が、平成27年６月24日に公布、平成28年４月

１日から施行され、新たに小中一貫教育を実施

することを目的とする義務教育学校の制度が創

設されたことにより、本市におきましても府費

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ものです。 

 変更点につきましては、18ページの新旧対照

表にありますように、放課後児童健全育成事業

を行う施設等への送迎に伴い、勤務時間の変更、

割り振りを行うことができる教職員を、現行の

小学校までの子のある職員から、小学校、義務

教育学校の前期課程、または特別支援学校の小

学部に就学している子のある職員に改めるもの

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、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、日程第３、議

案第３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。 

 それでは、続きまして、日程第４、議案第４

号、大阪狭山市教育委員会事務局の内部組織に

おけるグループの設置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４号、大阪狭山市教育委員会事務局の

内部組織におけるグループの設置に関する規程

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。 

 議案１号、２号と重複してしまいますが、改

正の理由についてですけれども、子育てに優し

い環境づくりをさらに推進するため、平成28年

４月１日から、教育委員会事務局教育部こども

育成室を廃止し、教育委員会事務局こども政策

部として昇格させます。このことに伴い所要の

改正を行うものでございます。 

 改正の概要についてでございます。 

 教育委員会事務局教育部こども育成室を廃止

しまして、こども政策部を設置します。こども

政策部の中に子育て支援グループ及び保育・教

育グループの２つのグループを設置いたします。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 子育て支援グループと保育・教育グループの

説明をお願いしたいです。簡単に。 

教育長（長谷雄二） 

 担当のほう、どうでしょうか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 平成20年に教育委員会に来たときに、子育て

支援グループと保育グループというような形に

なっていたんですが、それと同じような形で子

育て支援グループは部の庶務を行います。この

間見ていただきましたように、新しく、幼稚園、

保育所をどうしていくかとかという施策的なも

のと、あと、児童手当であるとかひとり親の関

係の児童扶養手当であるとか、そういうことも

させていただきます。それと、子育て支援とい

うことで、子育て支援センターの運営等もして

いきます。 

 あと、保育・教育グループというのは、保育

所や幼稚園、認定こども園の入所の関係、ある

いは子ども・子育て支援法に基づく１号認定、

２号認定、３号認定の認定をするということ、

それと実際に公立分の運営管理をするというこ

とで、させていただく予定をしております。 

教育長（長谷雄二） 

 瀬川委員。 
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教育委員（瀬川武美） 

 何かちょっと重複する部分も出てくる可能性

もあるかなという気はしたんですけれども、運

用上そういうふうな形で分けるのがベターであ

れば全然異論はないんです。よろしくお願いし

ます。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 関係はしてくると思います。ですから、離れ

たり、くっついたりを繰り返してきたんですが。

それと、先ほど教育長がおっしゃられたように、

指導面に関しては学校教育と関係してくるのも

ありますので、部が離れた、あるいは課が２つ

になったとしても、その辺りの連携が悪くなっ

てしまうと、何のためにやっているんかわから

ないので、その辺は教育長にも配慮していただ

いているところです。 

教育委員（瀬川武美） 

 結構、行政組織は、縦割りでいく傾向があっ

て、部署が、１つの部の中にグループとか、細

かくなると逆にまたそこがうまくいかなくなる

ときがありますよね。その辺のところをよろし

くお願いしたいなと、スムーズに運営できるよ

うにお願いしたいなと思います。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 逆というわけではないんですけれども、ちょ

っと課題が余りにも違うので、この２つのグル

ープというのは。私は、もちろん瀬川さんがお

っしゃるとおり連携はとらないといけないんで

すけれども、特定教育・保育施設も含めての施

設での運営の側面と、全子育て世帯対象の子育

て支援の課題ってかなり違うとは思っています。

幼稚園、保育園に来ていない地域で子育て中の

人の子育て支援も入るので、連携はするけれど

も、課題が違うので、その明確な課題をきちん

と両グループで意識してやっていただきながら

の連携をしていただかないと、ごっちゃになる

と実は課題のところにきちんと届いていかない

のかなと思います。入所・入園に関しての部分

をきちんとしていくんですけれども、全児童対

象の部分というのもあるので、そこは課題別に

きちんとそれぞれのグループが責任を持って提

案しながら、こども政策部全体で統括していた

だくようにするといいんではないかと感じてい

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 補足みたいになりますが、なかなか説明とし

て明確に、こっちの課題とこっちの課題という

ふうに多分明確な説明が難しいような課題があ

るんだろうなというふうに推測したんですけれ

どもね。円滑に合理的でどちらもうまくいくよ

うお願いします。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 仕事内容が違う部分は長瀬先生がおっしゃる

ようにあるんですけれども、例えば児童の虐待

などは子育て支援グループが担当します。その

子どもたちが保育所、幼稚園に入っているよう

な場合でしたら、もちろんそのことは知ってお

かなければならないので、課が離れてもその辺

りの知識は持っておかないとなかなかできない

ということで、連携することももちろん必要に

なってきます。その辺の兼ね合いをどういうふ

うに整理していくかということかなと思います。 

教育委員（瀬川武美） 

 これからスタートするのでいろいろあると思

いますけれども、うまく解消していくようによ

ろしくお願いします。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 今のままでしたら人が変わらないので。だん
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だん人が変わってきたときにどうしていくかと

いうことになると思います。 

教育委員（瀬川武美） 

 そうですね、そこがね、連携とかがあると思

います。 

教育委員（山崎 貢） 

 今、こども育成室で職員は何人ぐらいですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 役所の中で、嘱託含めて15人ですね。 

教育委員（山崎 貢） 

 来年度の人員というのは、その辺りは何かも

うある程度固まっているんですか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 一応、増やすということで言っていただいて

いたんですが。 

教育委員（山崎 貢） 

 グループが２つに分かれて、両方とも手薄に

なって、忙しい、忙しいということになったら

ね。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 市長の入った総合教育会議でも言っていただ

いていますので。ただ、ちょっとこの表の中で

もいろいろ違う、思ってもいないようなところ

もできているので、その辺、結果はまだ聞いて

おりません。 

教育委員（山崎 貢） 

 人材確保、大きい課題ですね。 

教育長（長谷雄二） 

 特に１つ、大阪狭山市が力を入れているとい

うより力を入れるべき、いわゆる特別支援教育

とかそういう部分で１つ着眼しただけでも、新

しく、こども政策部の保育・教育グループ、さ

っき瀬川委員がおっしゃられたように縦割りじ

ゃなくて、当然、子どもたちが義務教育へ移る

ときの情報連携とか、要は保幼小連携がこれか

らの狭山の１つの大きな柱になると思うんです。

子どもの育ち上。ただ、その部分でいえば、今

後、組織を大幅に変えることはなくても、そこ

で何らかの不合理が生じるようでしたら、また

検討ということも、当然今回も議論の中には出

ていたので、またその辺りいろいろ教育委員さ

んにもご助言いただきたいと思っております。 

 それでは、日程第４、議案第４号、大阪狭山

市教育委員会事務局の内部組織におけるグルー

プの設置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。 

 引き続き、日程第５、議案第５号、大阪狭山

市教育委員会表彰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５号、大阪狭山市教育委員会表彰規程

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。 

 改正の理由についてでございますが、何度も

同じこと申し上げて申し訳ないのですが、平成

28年４月１日にこども政策部ができることに伴

いまして、表彰選考会の規程について所要の修

正を行っております。 

 24ページをごらんください。 

 大きな変更点といたしましては、第５条の５、

旧条のほうですけれども、「委員は教育部のグ

ループの課長その他会長がその都度必要と認め

る職にある者を充てる」となっておりましたが、

今回、新のほうの第５条第５項、委員は次の各

号に掲げる者をもって充てるといたしまして、

まず事務局こども政策部長、２番目としまして

事務局理事及び次長、３番目に事務局グループ

課長、４番目にその他会長がその都度必要と認

める者というふうに改正させていただいており

ます。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 
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 今の説明についていかがでしょうか。ご意見

ございますか。 

 そうしましたら、日程第５、議案第５号、大

阪狭山市教育委員会表彰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６、報告第１

号、大阪狭山市教育委員会事務局の組織機構の

見直し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１号、大阪狭山市教育委員会事務局の

組織機構の見直しについて、ご説明させていた

だきます。 

 まず、議案以外に、お手元にＡ３の機構図の

を配らせていただいております。これが４月１

日付けの市の行政組織図となっております。教

育委員会におきましては、先ほど瀬川委員や谷

部長からもございましたが、こども育成室を廃

止し、こども政策部をつくります。部の中には、

子育て支援グループと保育・教育グループの２

つのグループを新たにつくるということで、26

ページのほうに、先ほど谷部長がおっしゃって

いました主な事務分掌について列記させていた

だいております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの報告について、ご意見、ご質問等

ございませんでしょうか。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 大変ささいなことなんですが、検討された結

果だと思うんですが、保育・教育グループとさ

れたのはなぜでしょう。教育保育グループでは

なく、保育・教育グループとされた理由があれ

ば教えてください。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 保育を前にしたということもあるんですけれ

ども、学校教育グループと、対というか、学校

教育と保育・教育というような形でわかりやす

いんではないかということで、させていただき

ました。子ども・子育て支援新制度のほうで教

育・保育施設ということになっているんですが、

これの中では保育教育のほうがその違いがわか

りやすくていいのではないかということで、さ

せていただきました。 

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） 

 長瀬委員がご質問された部分について何か思

いがおありでしょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

 こども園の要領も全て教育・保育の名前で並

んでいるのが通常なので、それで中身も教育・

保育施設の利用になっているので、恐らく前へ

出して分別したのだろうとは思ったんですけれ

ども。法令用語のそのままではないんだなとい

う確認でした。 

教育長（長谷雄二） 

 そうしましたら、日程第６、報告第１号、大

阪狭山市教育委員会事務局の組織機構の見直し

については承認されました。 

 続きまして、日程第７、報告第２号、報酬並

びに費用弁償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２号、報酬並びに費用弁償支給条例の

一部を改正する条例について、ご説明させてい

ただきます。 

 改正の理由についてでございます。 

 現在、本市の教育委員会委員におかれまして

は、定例教育委員会、学校行事、教育委員会文
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化教育功労者表彰式、大阪府都市教育委員会研

修等の出席などの活動をしていただいておりま

す。そのほかに、新たに設置されました総合教

育会議への出席により、従来より教育委員の活

動自体が重要かつ多忙となってきております。 

 加えまして、平成８年４月以降より報酬額の

見直しがなされておらず、他市に比べ本市の報

酬額が大きく下がっていることから、教育委員

としての報酬額の均衡を図るものでございます。 

 また、スポーツ推進委員においては、その報

酬額について根拠を明確にするため、本条例に

新たに規定するものでございます。 

 改正の概要ですけれども、教育委員の報酬額

を年額36万円から年額72万円に改め、スポーツ

推進委員を新たに規定し、その報酬額を年額４

万円と定めることといたしております。 

 説明は以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 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か。 

ないようですので、日程第７報告第２号、

報酬並びに費用弁償支給条例の一部を改正する

条例については承認されました。 

 先ほど次長のほうから教育委員の回数につい

て、任務についてということで、私のほうでは、

任期４年中の２年間、教科書採択にかかわる業

務は非常に大変という認識を持っております。

そういうことからも、先ほどご承認いただいた

費用弁償条例の一部を改正する条例についてと

いうことについては妥当というふうに、提案の

今回根拠になったということがございます。 

 続きまして、日程第８、報告第３号、大阪狭

山市育英金貸与条例及び大阪狭山市放課後児童

会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。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 報告第３号、大阪狭山市育英金貸与条例及び

大阪狭山市放課後児童会条例の一部を改正する

条例について、ご説明いたします。 

 学校教育法等の一部を改正する法律が平成27

年６月24日に公布され、一部を除き平成28年４

月１日から施行されます。この法律により学校

教育法の一部が改正され、新たに義務教育学校

の制度が創設されることから、大阪狭山市育英

金貸与条例及び大阪狭山市放課後児童会条例に

ついて所要の改正を行うものでございます。 

 改正の概要ですが、大阪狭山市育英金貸与条

例につきましては、議案書32ページの新旧対照

表をごらんください。 

 ２条にあります育英金の貸与を受けることが

できる者に、義務教育学校の校長の推薦がある

者を加えます。 

 また、第６条で、債権管理の見地から、育英

金を受けようとする際に必要となる保証人を連

帯保証人としております。 

 さらに、育英金の貸与事業を実施している団

体の名称を現在の名称に更新し、字句の整理を

行うものでございます。 

 また、大阪狭山市放課後児童会条例につきま

しては、別刷りの新旧対照表をごらんください。 

 こちらの第３条中の放課後児童会に入会する

ことができる児童に、義務教育学校の前期課程

に在籍している者を含むことといたしました。 

 以上の改正について、よろしくお願いいたし

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 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。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 現状としては、育英金の状況というのはどん

な感じなんですか。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 
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 今年度につきましては、新たに育英金を求め

る申請はございませんでした。ただ、以前から

の貸与がまだ続いておりますし、貸与が終わっ

た方については返金が続いている状況です。中

にはちょっと滞っている方もいらっしゃいます

ので、督促をさせていただき、今年度新たに幾

らか返金をしていただいた方が出てきておりま

す。 

 以上です。 

教育委員（長瀬美子） 

 ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 今、阪本委員がおいでになりましたので、暫

時休憩いたします。 

（休憩・再開） 

教育長（長谷雄二） 

 ちなみに育英金の貸与条例ですが、保証人と

連帯保証人というのは違いがあるんですか。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 保証人といいますのは、私もそんなに詳しく

はないのですが、まず申請を出すのにあわせて

名前を載せるということでありまして、そのお

金が、結局滞納になったときに連帯責任という

ものを負わないということを聞いております。

それを、連帯保証人の連帯をつけることによっ

て、その返金に対しても連帯して責任を負うと

いう、そういう形になるというふうに聞いてお

ります。 

教育長（長谷雄二） 

 ということは、従来の保証人という部分は申

請に関して保証する、ただし、貸与したものが

返還できないときの請求はできなかったけれど

も、連帯保証人になった場合はできるというこ

との解釈ですね。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 そのとおりです。 

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

８、報告第３号、大阪狭山市育英金貸与条例及

び大阪狭山市放課後児童会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９、報告第４号、大阪狭

山市子ども・子育て協議会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。 

 担当に報告を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 報告第４号、大阪狭山市子ども・子育て協議

会条例の一部を改正する条例について報告させ

ていただきます。 

 大阪狭山市子ども・子育て協議会につきまし

ては、子ども・子育て支援法の規定に基づき、

市長及び教育委員会の附属機関として平成25年

に設置したものでございます。この組織は、学

識経験者、子どもの保護者、子ども・子育て支

援関係事業者、児童健全育成団体の代表など、

現在14人の委員によって構成されており、その

所掌事務は、特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用定員の設定や子ども・子育て

支援事業計画などに関して意見を述べ、また調

整・審議するものでございます。 

 今回の改正の理由といたしましては、先ほど

から出ておりますが、平成28年４月１日から教

育委員会事務局にこども政策部を設置すること

に伴い、子ども・子育て協議会の庶務を当該部

署が担当するため、本条例について所要の改正

を行うものでございます。 

 議案書の35ページの新旧対照表のほうをごら

んください。協議会の庶務を、教育部からこど

も政策部において処理することとしたものでご

ざいます。 

 また、附則といたしまして、条例の施行期日

を平成28年４月１日からとするものでございま

す。 
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 まことに簡単な説明ではございますが、条例

の一部改正の報告とさせていただきます。 

教育長（長谷雄二） 

 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か。 

 ないようですので、日程第９、報告第４号、

大阪狭山市子ども・子育て協議会条例の一部を

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10、報告第５号、平成28

年度大阪狭山市保育・教育指針についてを議題

といたします。 

 担当に報告を求めます。 

教育部理事（田中典子） 

 お手元のほうに、保育・教育指針の28年度と

して、フロー図のようなものを配らせていただ

いております。ごらんください。 

 今年度、教育振興基本計画ができまして、そ

れに基づく新しい保育・教育指針を掲げて１年

が過ぎようとしております。このたび指導主事

の中でこれを見直しまして、一部を改正したも

のを載せております。 

 おおむね変わっていないのですが、めざす教

育活動のイメージのところが、去年は、個人の

姿として書かれております自発的な姿や自信が

高まる姿、よい姿勢で集中するという個人の姿

だけをイメージしておりましたが、ここに集団

の姿としてつながる姿と認め合う姿というのを

入れさせていただいております。 

 また、学校力の向上のところでは、取り組み

の重点のところに、前は２つだったのにつけ加

えて３つにしているのですが、一番最初のとこ

ろにもどの子も大切にするという言葉を入れさ

せていただいています。これは、障害者差別解

消法などに基づきまして、一人一人の子どもに

対する適切な対応ということが一層求められる

ことから、どの子も大切にするという言葉を入

れさせていただいたということと、それから最

後の、調査の結果分析に基づく取り組みの工夫

改善、これにつきましては、いろんなデータ、

学力調査だけではなくて体力調査もありますし、

学級の成長を見るような、そのような社会性を

測定する尺度というような調査もありまして、

そのようなものを総合的に見て、狭山の子ども

の変容を捉えていく必要があるのではないかと

いうことから、この調査の分析結果に基づく取

り組みの工夫改善という、数値目標も掲げるに

してもまず分析というところでこの言葉を入れ

させていただいて、学校力の向上につなげたい

ということです。 

 あとは、学力、心の力、体力の向上につきま

しては、去年の部分をもうちょっとわかりやす

くということで、一部言葉を変えておりますが、

内容的にはほとんど変わっておりません。 

 あと１つ、これは教育長のほうからお考えを

お聞きいたしまして、命を守る行動力というこ

とで、防災教育のほうにも力を入れていきたい

なというふうに考えております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告について、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） 

 これは、先ほど理事がおっしゃったように、

昨年度策定された教育振興基本計画を踏まえて

いるということも理解をしているんですけれど

も、28年度ですから、来年度の主たる指針、単

年度目標という形で理解してよろしいですね。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。 

教育委員（瀬川武美） 

 指針ですから抽象的に書かれているというこ

とだと理解しているんですけれども、多分、こ

の図は前回も見せていただいていましたかね。 
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集団の姿について、めざす教育活動だけれども、

保育が入ったからめざす保育・教育活動としな

くていいんですか。 

教育部理事（田中典子） 

 一番上のところが保育・教育指針になってお

りますので、そこのところは一応去年と同じよ

うにしているんですけれども、もし不適切であ

れば保育を入れさせていただいてもいいかと思

います。 

教育委員（瀬川武美） 

 教・保としなければ、完全教育ということに

ならないんじゃないかなと思うんですけれども、

どうですか。 

教育部理事（田中典子） 

 それでしたら、めざす保育・教育活動のイメ

ージという言葉のほうがいいですかね。 

教育委員（瀬川武美） 

 そのほうがいいんじゃないかなという気がし

ます。あえてこども政策部という形で力を入れ

ている改革とも連動、通底するわけですよね。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。 

教育委員（瀬川武美） 

 それから、説明のあった集団の姿と個人の姿

の、これは非常に明確になってとてもいいかな

というふうに思いました。 

 ただ１つ、私なりの解釈を言っていいですか

ね。めざす子ども像というのが上にありますよ

ね。自分らしく生き生きと学びというのが、多

分、下のめざす、今ここに書いてある教育活動

のイメージの中の例えば個人の姿になっていく

のかなと理解したんですね。つまり自発性とか

自信とか、それが自分らしさとか、自信が生き

生きとということにつながってくるのかなと。 

 それから、人とつながりたくましくというの

が、集団の姿というところにリンクさせていっ

たらこの図を理解しているということになるの

ですか。 

 それであと、狭山を愛することというのは、

ちょっと難しいなと思ったんですけれども、私

なりにこの図から解釈すると、こういう学校教

育、集団の姿や個人の姿ということをイメージ

しながら、狭山の中での教育を行うことによっ

て自然に狭山を愛する子ができるという、この

地で学んだというところから狭山を愛する子が

できてくるというふうに捉えてよろしいですか

ね。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。 

教育委員（瀬川武美） 

 それから、疑問がもう一つあるんですけれど

も、「こんな姿のさやまっ子が教職員と輝く」

というのは前回もあったんですね。「輝く、保

育、授業、挨拶、掃除」となっていますね。こ

の「輝く」と、次に書かれている保育、授業、

挨拶、掃除の文意が私にはつながらなくなって

しまって。輝く挨拶、輝く掃除といくのですか。

その辺りが、理解できなくなって、どういう関

係で捉えたらいいのかなと思ったんです。さや

まっ子が教職員と輝くような保育、授業をし、

挨拶をしたり掃除もしましょうというふうに捉

えたらいいんですかね。 

教育部理事（田中典子） 

 保育や授業や挨拶活動や掃除の中で、それが、

させられるというのではなくて、主体的であっ

たり自信を持ってやっていたり、よい姿勢で集

中していたりというような、そういう姿がこう

いう教育活動の中で見れるというような意味な

んですけれども。 

教育委員（瀬川武美） 

 そういうふうなことを、活動をやっていくと、

子どもも教員も輝いていくというふうに理解し

たらいいですか。 

教育部理事（田中典子） 
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 そういうことです。 

教育委員（瀬川武美） 

 分かりました。 

教育部理事（田中典子） 

 私、これ教育長にも言われたのですが、いつ

も教育指針の説明の場には、私たち指導主事で

全部プレゼンをするのですが、その場ではいつ

も教育委員さんは退席されているんです。 

教育委員（瀬川武美） 

 わからないですよね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうなんです。教育長が、４月のその説明を

どのようにするのかというのを随分前からおっ

しゃっているんですけれども、今年度はできた

ら教育委員さんもいらっしゃるときに、これを

含めたこの冊子の説明、本年度の事業であると

かそんなことも一緒にやって、教員と一緒に、

もし、教員というか管理職と一緒に共通理解し

ていただくことが必要かなというふうには思い

ます。 

教育委員（瀬川武美） 

 本当におっしゃるとおりだと思うんですけれ

ども、ただ、委員会でこれを提供されて検討を

してくださいというのであれば、説明をしてい

ただいたほうが、私のような、こう解釈してい

いんですかというふうになってしまうので、自

分なりに理解しておきたいという意味から質問

させていただいています。 

 もう一ついいですか。学校力の向上というと

ころは確かに、どの子も大切にするとかという

ことと、その調査結果の分析って、これもとて

もいいことだと思うんですが、その下に学力の

向上とか心の力の向上、体力の向上があります

ね。こういうのは一言で言うと知・徳・体とい

うことになってくるんだろうと思うんですけれ

ども、そういうものが、実はこの下の３項目が

あって、取り組みの重点の中にはなくて、３項

目を見てこういうこともやるんだなというふう

に思えてしまうので、この３項目と上の取り組

みの重点との説明と各項目の絡みというもの、

その辺のところの説明もお願いできればなとい

うふうに思ったんです。 

 もしも、説明がうまく私の中でまとまってい

ないのですが、学力、心の力、体力というのを

総合すると知・徳・体を形成するということで

すよね、一言で言うと。そうすると、一言入れ

ていただければいいかなと思ったのは、その

「知・徳・体を形成する遊び方や学び方の創意

工夫」というのも取り組みの重点の中に一言、

一文入れていただければ、学力、心の力、体力

とつながってくるかなという気はしました。検

討していただければいいので。全面的にこれは

基本的に賛成ですけれども、もし改善する余地

があるならば、それも入れていただいたほうが

いいかなという気はします。ただ、今年28年度

単年度指針ですので、その辺のところは今年は

余りそこは力入れないというのであれば削除し

ていただいても結構なんですけれども。私が言

いたいのは、抽象的理念と具体的活動とが文言

上でもリンクして、第三者が見てもわかるよう

にしていただければありがたいかなという気が

した点からの質問です。中身は結構かと思いま

す。 

 以上です。ごめんなさい、ちゃんとうまく説

明できなくて失礼しました。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございました。 

 今、瀬川委員から教育指針についてのご意見、

ご提案いただきましたが、ほかの委員の方、ご

意見ございませんでしょうか。 

 阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 非常にいいことを書いていただいて、一つ一

つは非常に賛成なんですけれども、この１枚を
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見て、工程といいますか、ちょっとわかりにく

い気がするんですね。 

 例えば、細かなことをちょっと１つずつ言わ

せていただきますと、まずめざす子ども像のと

ころが４つほど書いてあるんですけれども、と

にかく単純に並べ方なんですけれども、自分ら

しく生き生きと学び、次に狭山を愛する子と書

いてあるんですけれども、これ順番を、例えば

自分らしく生き生きと学び、次に人とつながり、

１段改行して下の段にたくましく生きる子、最

後に狭山を愛する子というふうにしたらどうか

というのは、ちょっと個人的な意見です。 

 それから、２段目、３段目が、これ非常にい

いことを書いてあるんですけれども、どこがど

うつながるのかがちょっとわかりにくい気がし

ましてですね。例えば一番下の学校力の向上、

これは一番下に書いてある、知・徳というふう

に先ほどおっしゃいましたけれども、学力、心

の力、体力のもとで学校力を上げていこうとい

う考え方と思うんですけれども、それでしたら

例えば、これ図のあらわし方ですけれども、学

校力というのを一番上に持ってきて、下に学力、

心、体力というのを樹形図みたいな形で、その

基盤の上で学校力があるというふうな図の形に

して、その取り組みの重点として一番下にこの

箇条書きのことを、その図で示した後に並んだ

ほうが見やすいというか、わかりやすいんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 それと、先ほど瀬川委員も指摘されましたけ

れども、真ん中の段の右のところが、ちょっと

私、先ほど説明があったのも、それもちょっと

わかりにくいんですけれども、こんな姿のさや

まっ子が教職員と「輝く」が、下の３つにかか

っているわけではないんですね。言葉として。

輝く保育事業、輝く挨拶というわけではないん

ですよね、これ。 

教育部理事（田中典子） 

 そういう姿が見える挨拶をしましょう、挨拶

活動とかいうのにつながっているんですけれど

も、それぞれに。 

教育委員（阪本 栄） 

 つながっているんですね。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。どんな場面でその輝きを見るかという

のがその３つの場面ですよということなんです。 

教育委員（阪本 栄） 

 こういう場面で教職員とさやまっ子が輝くと

いうことですか。 

教育部理事（田中典子） 

 そういう教育活動をイメージしましょうとい

うことなんですが。 

教育委員（阪本 栄） 

 そうなんですね。 

教育部理事（田中典子） 

 では、ここはやっぱりわかりにくいというこ

とですよね。去年も同じようなことで書いてい

るんですけれども、ちょっとそこがイメージし

にくいということであれば、また書き方を。 

教育委員（阪本 栄） 

 そうですね。私もちょっとどんなものがいい

のかというのは、わかりませんけれども、例え

ばこの３つのこと、保育、授業、挨拶、掃除を

大事にして教職員と輝くどうのこうな、もう本

当に読めばわかるような表現にしてやったほう

がわかりやすいかなという気はします。 

教育長（長谷雄二） 

 これ、学習、生活習慣、奉仕という３つのジ

ャンルですよね。だから、さっき瀬川委員言わ

れたように「を通じて」とか、ちょっとレイア

ウトしたらわかりやすいかと思います。 

教育委員（阪本 栄） 

 何かちょっと一言二言、入るだけでわかりや

すくなるかなと思うんで。 

教育長（長谷雄二） 
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 何か権威主義で申しわけないですが、掃除と

いうのも清掃活動といったら格好がいいんです

けどね。 

教育部理事（田中典子） 

 実は、もうこれごらんなっていると思うんで

すけれども、何年か前にこれは、まだ教育長が

校長先生でいらっしゃったときに渡していたレ

イアウトなんですけれども、実はこの要素が一

部入れかわりながらずっとつながっておりまし

て、これを先ほどから言っておられるような

個々の項目にして、全部で27項目ぐらいかな、

毎年振り返りアンケートをしているんです。教

職員自身がそれができたかどうかという。だか

ら、教員にとっては、例えば子どもたちが自発

的な活動ができるような授業を展開したかとか、

それから挨拶活動に力を入れたとか、そういう

研究授業をしたかとかいう点では、主体的、行

動的なアクティブ・ラーニングなんかに取り組

んだみたいな、自分の振り返りをするようなこ

の中の項目を全部羅列して、教職員自身が振り

返りをして、学校の傾向とかもまた見つけて、

それをまた４月の最初に、過去の去年の指針に

対する振り返りはこうでしたというのを示して

いるんです。だから、これはこんな図になって

いますけれども、実は全部で二十何項目、これ

をそれぞれ問いにしていまして、教職員はそれ

を目標にしてまた取り組むという形なので、そ

んな表と一緒につけたらこの図の意味ももっと

よくわかるのではないかなというふうに今ちょ

っと思いました。だから、指針のところの後ろ

には、例えばチェックシートみたいな形で今ア

ンケートを、ちょうど今やってもらっているん

ですけれども、それもセットで年の最初に渡し

たらわかりやすいかなというふうに思います。 

教育長（長谷雄二） 

 貴重なご意見いただき、ありがとうございま

す。ほかございますか。すみません、きょう、

意見交換会は何時から予定されていますか。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 ６時からです。 

教育長（長谷雄二） 

 まだ十分時間がありますね。 

 そうしましたら、日程第10、報告第５号、平

成28年度大阪狭山市保育・教育指針については

承認されたということで、ご意見いただきまし

たので若干の修正等を加えたいと思います。ま

た次回、報告させていただくということでよろ

しいでしょうか。 

 それでは、続きまして、日程第11、報告第６

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６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、簡単

にご説明させていただきます。 

 まず、歳入についてですが、39ページをごら

んください。 

 学校環境改善交付金についてですが、国にお

きまして平成27年度補正予算が成立したことに

伴いまして、今年度施工予定であった東小学校

空調設置工事と、平成28年度施工予定であった

第七小学校大規模改造工事の中のエレベーター

改修工事等について、事業採択されることとな

ったため、1,125万6,000円を新たに歳入として

計上しております。 

 それから、放課後児童会健全育成事業府補助

金3,656万8,000円及び放課後児童クラブ整備費

府補助金33万2,000円を、子ども・子育て支援

交付金3,690万円として受けるように組み替え

を行っております。あと、大阪府中学校給食導

入促進事業補助金についてですが、給食センタ
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ー改修工事費の落札金額の減に伴いまして、

467万3,000円の減額を計上させていただいてお

ります。 

 歳入につきましては以上でございます。 

 それから、続きまして歳出についてでござい

ます。40ページをごらんください。 

 まず一番上のところ、放課後児童会指導員賃

金402万3,000円につきましては、平成27年度、

放課後児童会の児童数増加に伴いまして、それ

に比例して指導員も増加しております。それに

伴う賃金として計上させていただいております。 

 それからその下、保育緊急確保事業費国庫補

助金超過交付返還金につきましては、保育士の

処遇改善に係る補助対象事業費が当初予想より

減ったことに伴いまして、24万1,000円を返還

する必要が出てきたため、これを計上させてい

ただいております。 

 あと、それ以下の項目につきましては、契約

が27年度に完了し、工事も完了した等によりま

して、当初予算から残額を減額し、今回の補正

予算で計上させていただいております。 

 簡単ですが、以上で説明とさせていただきま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告について、ご質問、

ご意見ございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 そういたしましたら、日程第11、報告第６号、

平成27年度一般会計補正予算（教育委員会関

係）については承認されました。 

 続きまして、日程第12、報告第７号、平成28

年度一般会計予算（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７号、平成28年度（2016年度）一般会

計予算（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、別刷りで、報告第７号の説明資料とい

たしまして、お手元のほうに紙ベースで資料を

お配りさせていただいております。 

 まず、42ページをごらんください。 

 こちらのほうですが、平成28年度の主要事業

としまして11事業を挙げております。 

 まず、小学校普通教室空調機設置事業でござ

います。総合教育会議の中で市長が、財政サイ

ドと調整しながら１年もしくは複数年でエアコ

ンを設置したいとのことでしたが、来年度28年、

１年で全ての普通教室にエアコンを設置する工

事費の予算を計上させていただいております。

予算書のほうでは48ページの17行目、小学校整

備費の欄がこちらのほうになります。 

 それから、学校施設大規模改造事業ですが、

第七小学校の教室棟について改修工事を行いま

す。平成27年度に実施設計を完了しておりまし

て、今現在、進行形ですが、新年度の夏休み期

間中に改修を予定しております。第七小学校で

すが、開校が平成２年４月で、建築後27年が経

過しております。来年度以降、屋内運動場と管

理棟の改修工事を順次施工していく予定でござ

います。今年度は普通教室棟のほうをまず改修

工事を行いまして、その内容といたしまして、

屋上防水の全面改修、あと外壁及び内装の全面

改修、特に廊下と教室を隔てている建具がかな

り傷んでおりますので、こちらのほうは全面改

修とさせていただきます。あと設備です。特に

エレベーターのほうが今の建築基準法に適合し

ておりませんので、エレベーターの全面改修、

それから放送設備等の設備関係も老朽化してお

りますので、こちらのほうも全面改修いたしま

す。予算書でいいますと、先ほどと一緒で48ペ

ージの上から17行目、小学校整備事業に当たり

ます。こちらのほうは先ほど説明しました普通
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教室空調機設置事業と合算しての金額となって

おります。 

 それから、給食センター施設改修事業につい

てです。こちらは今年度も施工しておりました

が、３年目の工事ということになります。こち

らのほうは予算書でいいますと50ページの17行

目、施設管理事業に当たります。 

 それから、英語教育支援事業についてです。

直接雇用のＡＬＴ、外国語指導助手のことです

けれども、を１名増員することにより、市内の

中学校３校全てに各１名ずつ配置するとともに、

中学生全員にスコア型英語能力判定テストを実

施し、生徒の読む、聞く、書く、話すの４技能

の向上を図り、主体的に活動できる英語教育の

充実を図ってまいります。予算書でいいますと

47ページの14行目、英語教育支援活動に当たり

ます。 

 続きまして、図書館施設改修事業についてで

すが、市民が快適に図書館の利用ができるよう、

図書館のトイレ改修、和式から洋式へ改修工事

を行います。予算書でいいますと49ページの13

行目、図書館管理事業に当たります。 

 続きまして、スポーツ施設整備事業について

ですが、市民が安全で安心して利用できるスポ

ーツ施設を目指し、東プールの底面改修及び総

合体育館の会議室等の空調設備の改修などを行

います。予算書でいいますと50ページの１行目、

プール開放事業及び12行目の総合体育館管理事

業になります。 

 44ページになります。 

 社会教育センター施設整備事業についてです

が、市民が安全で安心して利用できる社会教育

施設を目指し、社会教育センターの耐震補強工

事を行います。予算書でいいますと49ページの

28行目、社会教育センター管理事業がこちらに

なります。 

 それから、子育て支援センター整備事業につ

いてですが、就学前の親子を対象に子育てに対

する相談、指導や子育てサークルへの支援を行

うとともに、保護者同士の交流の場づくりなど

を提供するため、子育て支援センターの新設に

向けた設計業務を行います。予算書でいいます

と46ページの29行目がこの欄に当たります。 

 それから、市立幼稚園３歳児保育事業につい

てですが、市立幼稚園において３年保育を視野

に週１回の親子登園を実施いたします。また、

年度後期には週１回の３歳児保育を試行的に実

施いたします。予算書でいいますと48ページの

31行目、幼稚園運営事業になります。 

 それから、狭山池の魅力発見活用事業につい

てですが、平成26年に狭山池が国の史跡に指定

されたことを受け、狭山池の歴史・文化価値と

それに基づいた保存活用計画の策定を目指し、

狭山池総合学術調査委員会で調査研究を行いま

す。予算書でいいますと49ページの26行目、狭

山池の魅力発見活用事業に当たります。 

 最後でございます。歴史文化基本構想策定事

業についてですが、文化財保護のマスタープラ

ンとしての役割を果たす歴史文化基本構想を策

定いたします。策定後は日本遺産の登録をめざ

して文化財の活用を進めます。予算書でいいま

すと49ページの24行目、文化財等推進事業がこ

の欄に当たります。 

 なお、先ほど言いました報告第７号の説明資

料についてですけれども、こちらのほうが、予

算書の46ページ以降にあります事業別予算額対

前年比比較表の27年度の欄につきましては、今

年度、骨格予算であった金額をそこの欄に計上

させていただいている関係で、いつもでしたら、

こちらの説明資料のほうは、前年度と比較して

100万円以上かつ10％以上の増減のあった場合

の簡単なペーパーとさせていただいていたんで

すが、補正予算の前の骨格予算ということであ

った関係で、今年に限りましては、前年比300
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万円以上の増減かつ10％以上の増減のあったも

のに対して、簡単ではございますが説明文とし

て添付させていただいております。また中身を

見ていただきまして疑義等がございましたら、

また私のほうまでご質問いただければ、私がわ

からない場合は担当課長に聞きましてまたご説

明させていただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 一般会計予算のただいまの報告について、ご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 確認させていただきたいんですけれども、44

ページの、項目でいうと８番目というか、子育

て支援センター整備事業で、支援センターを新

設するという、予定場所はどうなっていますか。 

こども育成担当部長（谷 富二男） 

 狭山中学校の前で考えています。 

教育委員（瀬川武美） 

 わかりました。 

 続いて質問よろしいですか。 

教育長（長谷雄二） 

 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 45ページの狭山池の魅力発見活用事業で、ア

ルバイトの数というのは何人ぐらい想定してい

らっしゃるんですかね。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 数でございますか。数は２名程度を予定して

います。 

教育委員（瀬川武美） 

 ２名程度で89万8,000円。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 はい。 

教育委員（瀬川武美） 

 あと、最後、歴史文化基本構想策定事業、こ

れについて、人数を確認させていただきたいん

ですけれども。策定委員、アルバイトの人数を

お願いします。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 人数でございますが、策定委員は、学識経験

者と申しますか、大学の教授の方を考えており

まして、狭山池総合学術調査委員会の委員さん

など６名を考えております。 

教育委員（瀬川武美） 

 アルバイトについては。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 アルバイトは、１名です。 

教育委員（瀬川武美） 

 続いてなんですけれども、策定委員等の調査

というのはどうなんですか、この調査と報酬は

別なんですか。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 調査は別でございます。調査に対しまして、

報償をお支払いいたします。 

教育委員（瀬川武美） 

 講演会は何回ぐらいを想定していますか。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 講演会は１回でございます。 

教育委員（瀬川武美） 

 １回で。お一人なんですか。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 はい。 

教育委員（瀬川武美） 

 それから、費用弁償というのがありますけれ

ども、これは何に対する費用弁償なんですか。

普通、例えばこういう委員会でしたら、委員に

対して全体で費用弁償と言いますよね。 

教育部長（橋上猛雄） 

 費用弁償というのは、策定委員報酬の払う委

員さんに対する費用弁償です。だから交通費で

す。 

教育委員（瀬川武美） 



－18－ 

 これが交通費なんですか。 

教育部長（橋上猛雄） 

 そうです、交通費です。 

教育委員（瀬川武美） 

 ほかのところで委員をやっていて、費用弁償

が交通費というふうになっていなかったので、

ごめんなさい。 

 それからあとは、この需用費というのが、意

味がわからないんですけれども。 

教育部長（橋上猛雄） 

 11という項目があって、需用費の中でも印刷

製本とかコピーとかいろんな項目、細かな項目

がたくさんあるんです、それを全部まとめて需

用費というような呼び方をしております。 

教育委員（瀬川武美） 

 そういうことですか。分かりました。 

 あと、策定業務委託料というのは、策定報酬、

策定委員とはまた別、策定委員がする調査とは

また別に策定業務というのがあるんですか。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 はい、ございます。 

教育長（長谷雄二） 

 報告のありました一般会計予算についてはよ

ろしいでしょうか。 

 それでは、日程第12、報告第７号、平成28年

度一般会計予算（教育委員会関係）については

承認されました。 

 長時間にわたりありがとうございました。 

 本日の議案は以上でございます。 

                  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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