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教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成28年第３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山崎教育長職務代理者、

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、２月

27日土曜日、国史跡狭山池指定記念碑除幕式、

狭山池築造1400年式典がとり行われました。ご

出席の各教育委員の皆様、ご苦労さまでござい

ました。 

 ２月28日日曜日、市民マラソン大会で挨拶を

させていただきました。 

 ３月１日火曜日、狭山高校卒業証書授与式に

出席しました。 

 ３月９日、10日、議会代表質問、個人質問が

ございました。 

 ３月14日、16日、17日、それぞれ中学校卒業

式、幼稚園・こども園修了式、小学校卒業式に

各委員さんと私のほう、それぞれの学校園のほ

うに出席いたしました。各教育委員の皆様、ご

苦労さまでございました。 

 以上でございます。 

 今の私の報告について、ご質問、ご意見等ご

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６号、大阪狭山市育英金貸与条例施行規則の

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） 

 失礼します。 

 議案第６号、大阪狭山市育英金貸与条例施行

規則の一部を改正する規則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、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、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

についての改正を行うことに伴いまして、あわ

せて施行規則の一部についての改正を行い、ま

た債権管理の見地から、育英金の貸与に係る手

続の一部についても所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 主な改正点につきましては、本日差しかえ分

の中に、３枚目に入れさせていただいておりま

す資料をごらんください。 

 その４枚目、裏のほうに新旧対照表がござい

ますが、様式第１号に義務教育学校の記述を加

えたこと及び様式第１号、さらに第４号の保証

人を連帯保証人に改めたこと、あわせまして、

育英金の返還に係る債務についても明記してお

ります。こういった点をこのように改正させて

いただいております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、今、担当者の説明について、委員

の皆様、ご意見、ご質問等ございませんでしょ

うか。 

 よろしいでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ちょっとささいなことなんですけれども。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、どうぞ。山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ７ページの育英金返還報告書の欄なんですけ

れども、その１が返還金総額ということで、何

とか円になっていますね。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 
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 はい。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 その２のところ、返還方法と書いて、円と２

について、ちょっと間をあけるほうがわかりや

すいんじゃないかなと思いました。 

 これは両方なんですけれども、もう旧来から

そうなっているみたいなんですけれども、今回、

新しい形にするんであれば、ちょっとあけるほ

うがわかりやすいんじゃないかと。 

教育長（長谷雄二） 

 今、山崎委員ご指摘の部分について、担当の

ほう、１マスあける等の工夫、お願いします。 

 よろしいですか。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 はい。わかりました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 それと、あわせて、年賦月賦いうんかな、こ

の言葉は、旧来から使われていることではある

んですけれども、今の時代にどうなのかなとい

うように思ったんですけれども。もし検討の余

地があればということで。そのままでも結構で

す。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 はい。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、ありがとうございます。 

 長瀬委員のほう、よろしいでしょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

 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６号、大阪狭山市育英金貸与条例施

行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７号、大阪狭

山市保育所等における保育の利用に関する規則

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。 

こども育成室長（田中安史） 

 大阪狭山市保育所等における保育の利用に関

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。 

 本規則は、保育所や認定こども園などにおけ

る利用の調整などに関して定めたものでござい

ます。このたびの改正は、利用の保留や利用の

解除といった利用に関する処分に係る通知書に

記載されている表示でございますが、こちらの

内容を改正するものでございます。 

 改正の理由でございますが、行政不服審査法

が改正され、処分や不作為に関する不服申し立

て制度について、その手続を審査請求に一元化

し、審査請求をすることができる期間を延長す

るなどの改正が行われ、平成28年４月１日から

施行されることとなっております。 

 これに伴いまして、本規則において規定する

不服申し立ての手続に係る表示について、所要

の改正を行うものでございます。 

 改正の概要でございますが、議案書10ページ、

11ページの新旧対照表のほうをごらんください。 

 こちらは、保育所等の利用調整の結果や利用

解除に係る通知書の様式でございますが、右側

の改正前にございます異議申し立ての手続が廃

止され、左側の改正後のように審査請求に１本

化されること。また、異議申し立てをすること

ができる期間が、現行の60日以内から、審査請

求することができる期間として３か月以内とし

たこと、様式中に規定する教示の内容を改める

ものでございます。 

 なお、附則といたしまして、規則の施行期日

を法の施行日と同日の平成28年６月１日からと

するものでございます。 

 まことに簡単な説明ではございますが、規則

の一部改正の説明とさせていただきます。よろ
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しくお願い申し上げます。 

 すみません。施行期日が、間違っておりまし

た。平成28年４月１日でございます。よろしく

お願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 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。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、私のほうからちょっと確認なんで

すが、これ、審査請求があったときに、審査を

する側というのは誰になるんですか。 

こども育成室長（田中 安史） 

 審査をする側ですか。 

教育長（長谷雄二） 

 ええ。その審査に、不服申し立てというのが

変わりましたでしょう。 

こども育成室長（田中 安史） 

 はい。 

教育長（長谷雄二） 

 審査請求があったときに、それが妥当かどう

かという審査機関というのは別にないんですか。 

こども育成室長（田中安史） 

 特にないですが、その現課ではなくして、こ

の場合でしたら保育所ですので、うちが処分庁

になりますので、審査の申し出は恐らく教育委

員会の総務になるかと。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 教育委員会で受けるところを１つ決めておく

というような形になりますね。だから、そうい

う組織づくりも今後していかなければならない

か。 

教育長（長谷雄二） 

 ということは、教育委員さんに、私を含めて

教育委員さんがこの審査請求が妥当かどうかも

ろもろについて審査をするということではない

んですかね。ではないという確認でよろしいで

すか。 

教育総務グループ課長補佐（荒川郁代） 

 その流れというのは、本来的には教育委員さ

んのほうで相手さんの側に弁明したりとかいう

のであれば、教育委員会で一応話を聞いていた

だきたいんですけれども、それができないとき

は事務局に委ねていただくという形になります。 

教育部長（橋上猛雄） 

 市の場合でしたら、第三者機関をつくって、

それを市はその委員会をして、というようなも

のは、教育委員会はつくらなくていいんですか。 

教育総務グループ課長補佐（荒川郁代） 

 いいです。はい。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 合議体であるから。 

教育総務グループ課長補佐（荒川郁代） 

 ここに合議体があるので、そこで判断をして

いただくということです。 

教育長（長谷雄二） 

 ちょっと、その確認の部分で、私のほうから

今説明を求めました。もう少し、今後、こうい

う審査請求のことも予想されますので、少し整

理のほうお願いします。 

 それでは、ほかにないようですので、日程第

２、議案第７号、大阪狭山市保育所等における

保育の利用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３、議案第８号、大阪狭

山市教育委員会事務決裁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８号、大阪狭山市教育委員会事務決裁

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。 

 まず、規程改正の理由についてでございます。 

 平成28年４月１日より、大阪狭山市教育委員
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会事務局にこども政策部が設置されます。それ

に当たり、用語の意義の修正や専決事項を定め

るための所要の改正を行うものでございます。 

 別冊でこちらの規程をお手元のほうにお配り

させていただいていると思いますが、中ほどの

新旧対照表のほうを見ていただけたらと思いま

す。 

 まず、改正の概要についてでございます。 

 こども育成室が廃止されることにより、そち

らのほうで規定されていました室長及び室次長

を削除しております。こちらのほうが、第２条、

第７条、第13条、第14条に規定がございました

ので、こちらのほうを修正させていただいてお

ります。 

 また、今までは教育部１つでございましたが、

こども政策部ができることにより２部体制にな

ります。そのため、教育部とこども政策部にお

いて共通の専決事項を定め、それぞれの部にお

いての専決事項を整理させていただきまして、

それから名称の変更や字句の修正等を行ってお

ります。こちらのほうが、別表１及び別表２の

ほうにまとめさせていただいております。 

 あと、教育長の専決を受けるべき事項につい

て、教育長が不在であるとき、その事項に係る

事務を主管する部長が代決することができると

いうふうに修正をさせていただいております。 

 以上が、簡単ですけれども説明になります。 

教育長（長谷雄二） 

 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。 

 それでは、日程第３、議案第８号、大阪狭山

市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規

程については承認されました。 

 続きまして、日程第４、議案第９号、大阪狭

山市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定に

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９号、大阪狭山市特別支援教育就学奨

励費支給要綱の制定についてご説明いたします。 

 本要綱は、特別支援学校に就学する児童また

は生徒については、特別支援学校への就学奨励

に関する法律において、国及び地方公共団体に

よる援助が規定されているところ、当該法律の

対象とならない特別支援学級等に在籍する障が

いのある児童または生徒の保護者に対しても、

市町村が必要な援助を行えるよう国の要保護児

童生徒援助費補助金及び特別支援就学奨励費補

助金交付要綱が定められ、補助金等の対象にな

っているところです。 

 そこで、本市の小中学校に在籍する障がいの

ある児童または生徒の保護者の経済的負担を軽

減する措置として、特別支援就学奨励費を支給

するにあたり必要な事項を定めるため、本要綱

を制定するものでございます。 

 主な支給の概要としましては、先ほど申しま

したように、本市の支援学級に在籍している児

童生徒及び学校教育法施行令第22条の３に該当

する視覚支援、聴覚支援、肢体不自由、病弱者

等の保護者が対象になります。 

 市の支出に対して、国が半額補助をするとい

うことになっております。 

 世帯の収入によって３段階に支給区分が分か

れまして、資料の３枚目になると思うんですが、

別表がついております。 

 右が第５条関係別表のところに書いています

ように、第１段階、第１区分に当てはまる世帯、

これはほとんど生活保護世帯及び就学援助世帯

になると思うんですが、ここについては、基本

的には学校給食費から始まって支給されるんで

すけれども、これについては、ほぼ生活保護費

及び就学援助費で支給されてしまいますので、

それを除いたもの、別表の下、注のところに書
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いていますように、職場実習交通費及び交流学

習交通費実費相当額を支給するようになります。 

 それから、第３区分になる保護者については、

別表にも書いていますように、そこに書いてい

る通学費、職場実習交通費、交流学習交通費。

いわゆる第２区分、ちょうど真ん中ぐらいの収

入の世帯になる家庭については、学用品購入費

等が支給される。ただ、上限が決まっておりま

して、おおむね、小学校でしたら、学用品につ

いては、5,710円、中学校は１万2,169円という

上限が決められています。これは、国が示して

いる限度額になっております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問ご

ざいませんでしょうか。 

 はい、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 新たに制定するということは、これまでこう

いう特別支援の児童生徒に対しての就学奨励費

というのはなかったんですか。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 これまでは、支援学校に行っている子どもに

対して一定額の給付というのはあったんですけ

れども、通常の、小中学校の支援学級に在籍し

ている子どもたちにはなかったということです。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 支援教育を受けている子ではない通常の児童

生徒に対しての奨励というのはありますよね。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 はい。 

教育委員（長瀬美子） 

 それは兼ねて受けられるということですか。

それとも、どちらかということですか。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 支給されている、例えば就学援助とかそちら

のほうが、そちらで支給されているものがまず

は優先されて、それの足らず部分を支給すると

いうことになります。 

教育委員（長瀬美子） 

 じゃ、合わせてということですね。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 はい。 

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） 

 私のほうから、その関連で、これ、恐らく事

務的な部分は学校教育グループで担当というこ

とになるとは思うんですが、生活保護の係は、

当然市長部局にあるので、その辺との今後連携

というのをしていかないと、決定がしにくいで

すよね。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 そうですね、はい。 

教育長（長谷雄二） 

 その辺の個人情報にかかわってこういう制度

があるということについては、グループ間で調

整はもう済みということになるんでしょうか。 

学校教育グループ参事（寺下憲志） 

 就学援助については、これまでも連携してい

るので、決まりましたら、またその連携を進め

ていくということで。 

教育長（長谷雄二） 

 ということは、情報はおのずから連携で入っ

てくるということですね。 

 ほかよろしいでしょうか。 

 それでは、日程第４、議案第９号、大阪狭山

市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定につ

いては承認されました。 

 続きまして、日程第５、議案第10号、大阪狭

山市狭山池総合学術調査委員会の委員の委嘱に

ついてを議題といたします。 
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 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10号、大阪狭山市狭山池総合学術調査

委員会の委員の委嘱についてご説明いたします。 

 議案書の16ページをお願いいたします。 

 ご承知のとおり、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、活

用、保護していくため、平成29年度夏を目途に、

史跡狭山池保存活用計画を策定する必要がござ

います。このことから、この委員会の委員に金

田章裕先生をはじめ５人の方を再任するもので

ございます。 

 任期は、平成28年４月１日から平成31年３月

31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

いただきますようお願い申し上げます。 

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。 

 それでは、日程第５、議案第10号、大阪狭山

市狭山池総合学術調査委員会の委員の委嘱につ

いては承認されました。 

 続きまして、日程第６、報告第８号、平成27

年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書に

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８号、平成27年度大阪狭山市教育委員

会点検・評価報告書についてご説明させていた

だきます。 

 お手元のほうに平成27年度の教育委員会点

検・評価報告書を配付させていただいておりま

す。 

 ご承知のとおり、この点検・評価書につきま

しては、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律に基づきまして、教育委員会の権限に属す

る事務の管理、または執行についてみずから点

検を行い、そして教育に関しまして、学識経験

を有する者の知見の活用をし、報告書を作成し、

そして議会に提出するとともに公表しなければ

ならないとされております。 

 お手元の27年度の点検・評価書につきまして、

例年ではございますが、教育部の運営方針に掲

げました重点施策について点検・評価を行って

おります。 

 目次をごらんいただきますと、まず、第１番

目で点検・評価ということで趣旨、今申し上げ

ました教育部の運営方針、２番目に教育委員会

の活動状況として、教育委員の皆様方がこの１

年間活動していただいた内容や定例会における

審議内容等をここで報告しております。３番目

が点検・評価調書になっております。 

 これが、教育委員会事務局教育部の運営方針

に基づいたものでございまして、１番目では子

育てに優しい環境づくりという中で、こどもフ

ェスティバルの開催以下11の事業について、２

番目に学ぶ力、生きる力を伸ばす教育環境づく

りということで25の事業、３番目に生涯スポー

ツの推進ということで２事業、４番目に生涯学

習の推進ということで２事業、最後に歴史文化

の振興で６事業を点検・評価しております。 

 そして、学識経験者等の意見ということで、

この２月24日に、部長をはじめ担当課長が、大

阪保育大学の大方教授、神戸学院大学の今西教

授のヒアリング及びご指導を受けまして、70ペ

ージから73ページまででございますが、評価を

いただいております。 

 各課長におきましては、この自己点検、また

評価によりまして、今後の課題、あるいは目標

もはっきりと見えてきたものもございます。そ

ういうものにつきましては真摯に受けとめなが

ら、平成28年度の各事業のさらなる効果を求め、



－7－ 

取り組んでまいりたいと考えております。 

 委員の皆様方には、先日配付させていただい

たところでございますので、また一度ゆっくり

ごらんいただきまして、点検・評価のあり方、

また各事業の内容等にご意見等がございました

ら、次回の委員会のときにでもご意見等をいた

だけたらと考えております。 

 簡単ではございますが、報告とさせていただ

きます。 

教育長（長谷雄二） 

 ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今西先生と大方先生の評価の文書を読ませて

いただいて、年々非常に大阪狭山市の教育委員

会の取り組みが前に進んでいるということで、

大変いい評価をしていただいており、大変うれ

しいですね。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 長瀬委員。よろしくお願いします。 

教育委員（長瀬美子） 

 直接ではないんですけれども、この間ずっと

学校をそれぞれまるごと公開していっていると

思うんですけれども、そのことで現場はどうで

すか。やはり外から見てもらって、こういう点

を努力しているとか、見てもらうための教育を

しているわけじゃないですけれども、まるごと

公開することで、先生たちはどんな実感をお持

ちですか。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、担当。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 各学校では、比較的こういった授業に対して

真摯に受けとめております。そして、年々工夫

ですか、授業に対する工夫であるとか、あるい

はその後の検討会、討論会についても、通り一

遍の報告をするだけではなく、小中、あるいは

地域の学校・園が合わさって、同じ方向で子ど

もたちを育てていこうという、そういう観点か

ら検討を進めるように変わってきております。

そういったことで、先生方の足並みが徐々にで

はありますけれども、そろいつつ、各中学校区

でそろいつつあるかなと考えております。 

 以上でございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 大阪狭山市だけじゃないですけれども、ちょ

うど数年間若い先生がどうしても多くなってい

きますので、そういう先生方がその公開の機会

も生かして、見せるためではないんですけれど

も、挑戦をしたり、ご意見いただいたりするの

は、もちろん校内は大事なんですけれども、い

ろんな目で見ていただいて、受けとめてもらっ

て、相互に交流して高め合っていただくといい

なと思っていますので、またお伝えください。

お願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 今、長瀬委員のご指摘のとおり、まるごとパ

ックについては、いろいろ研修しながらさらに

充実をというご意見だと思いますので、また学

校教育グループのほう、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

 それでは、日程第６、報告第８号、平成27年

度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書につ

いては承認されました。 

 続きまして、日程第７、報告第９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。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 失礼いたします。 

 前回の教育委員会議で各先生方からご意見を

いただきました分を検討いたしまして、新たに

お手元のほうにカラー刷りでお配りさせていた

だいております。これは、学校教育グループの
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ほうでつくります「さやまっ子の夢をふくらま

せる教育」という冊子、リーフレットの冒頭の

ところに載せておる部分でございます。 

 まず、めざす子ども像を「自分らしく、いき

いきと学び、さやまを愛する子」としまして、

そのサブタイトルとして「人とつながり、たく

ましく生き抜く人づくりをめざして」とさせて

いただきました。 

 また、中段にありますめざす保育、教育活動

のイメージといたしまして、個人や集団の中で

見られる子どもたちの自発的な姿、あるいは自

信が高まる姿、よい姿勢で集中する姿、そして

それを通じて、集団としてつながる姿、認め合

う姿、こういった子どもたちの姿が、保育や授

業、あるいは挨拶、掃除などのさまざまな場面

でたくさん見られるような教育活動を展開して

いくこと、そして、そのための基盤として、学

力、心の力、体力の向上がそのもととなる。そ

のための総合的な学校力の向上を図る取り組み

を中心になって進めていくという、そういうイ

メージでつくら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） 

 前回の示された保育教育指針と委員のご意見

を頂戴する中で、改訂版という形でご提案いた

だいております。 

 ご質問、ご意見ありましたらよろしくお願い

します。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 もう随分各委員さんからのお考えなんか、前

回出したことを生かすいうことで随分工夫され

たなということで、よくなっていると思います。 

 個人的には、めざす子ども像のところが、

「人とつながり、たくましく生き抜く人づくり

をめざして」が、前回の教育委員さんの意見を

生かさなければならないということで、少し無

理にこんな文章になったような感じは、私は受

けます。前回、言っておったらよかったんやけ

れども、逆に前のほうがわかりやすくていいか

なという感じはするんです。「自分らしく、い

きいきと学び、さやまを愛する子」と、もう一

つ、前回の各委員さんのお考えもようわかるん

やけれども、ちょっとこのあたりは語呂とか、

語呂がええとか悪いとかそんなんもあるし、具

体的な説明はこうやって冊子にまたいろんな活

動としてされると思うというような感じはした

んですけれども。 

 これで結構です。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 決して委員さんの言葉を無理やりねじ込んだ

ということではございません。このようなご意

見をいただいたときに、何とかする子、何とか

する子というのが続くよりも、上のほうは短い

スパンで考えた目標で、下のほうは人づくりっ

て、子どもじゃなくて人づくりとしたところで、

長期的な目標という形にさせていただけるので

はないかなということで、一定このような形に

させていただいた次第ですので、ご理解いただ

けたらと思います。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 教育振興基本計画の中に「未来に輝く人づく

り」というのが理念にあったと思うので、その

あたりを生かしたのかなと思います。 

教育部理事（田中典子） 

 あの言葉は、ちょっと外せない部分がありま

すので、そのようにさせていただきました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 全体的には、本当にわかりやすくなりました。 

教育委員（長瀬委員） 

 私は、これで結構なんですけれども、個人の

姿の中で、自信が高まるという要素を考えたと
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きに、自信って、一方では、自分自身の実感が

ないといけないという点では、例えば、学力で

は自分が主体的に学んでいるという実感がない

といけない、あるいは、体力なんかに書かれて

いますけれども、自分自身が伸びているとか、

頑張れているという実感が必要であるという個

人の面と、その実感を誰かに承認されるという

両面があるのかなというふうに思うので、個人

と集団という形で書いてますけれども、自信が

育つというその両面がきちんと位置づけられて、

一人一人も手応えがあり、人からもちゃんと認

められていくという教育が行われていくのが、

一人一人に自信をつけたり、自己肯定感を育て

るのかなというふうに、これ、読ませてもらっ

て感じたので、ちょっとそういう教育をきちん

としていって、人から褒められたいためにする

のではないんだけれども、実感を持ち、承認さ

れるということがきちんと全員に保障できるよ

うにというふうに。それを乳幼児期からという

ふうにきちんとやっていくのがいいなと思って

読ませていただきました。 

 わかりやすくなっていると思います。ありが

とうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ご意見を頂戴いたしました。 

 日程第７、報告第９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ました。 

 それでは、続きまして、日程第８、報告第10

号、平成27年（2015年）一般会計補正予算（教

育委員会分）について及び日程第９、報告第11

号、平成28年（2016年）一般会計補正予算（教

育委員会分）についてにつきましては、相関連

する案件ですので、一括して担当に説明を求め

ます。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（能勢 

温） 

 報告第10号と11号、今、教育長のほうからご

ざいましたが、相関連しますので、まず教育総

務グループから説明の後、こども育成室からま

たご説明させていただきたいと思います。 

 ちょっと前後いたしますが、28年の補正予算

のほうを説明させていただきたいと思います。 

 24ページになります。 

 こちらのほうですが、南第二小学校のエレベ

ーターの改修工事を平成28年の夏休みに実施し

て、28年度の予算で執行する予定をしておりま

した。それが国の27年補正予算が組まれたこと

によりまして、この事業につきましては、27年

度の補正予算対応してほしいということで文科

省のほうから通知が来ましたので、それを27年

度のほうに28年度の予算から交付金歳入につき

ましては1,754万4,000円、歳出につきましては

6,097万6,000円のほうを減額、まずさせていた

だいております。 

 それから、21ページのほうになりますけれど

も、こちらのほうの中ほど、国庫補助金の教育

費国庫補助金で、1,739万5,000円、これを増額

としております。こちらのほう、金額が歳入の

ときの金額とは若干違いますが、この分は国の

ほうからの事務費の分が交付の中に入ってこな

かったということで、ちょっと多少の違いは出

ております。 

 あと、同じくエレベーターの改修工事費につ

きましては、22ページのほうになりますが、エ

レベーター改修工事費ということで、丸々同じ

金額141万1,000円、これは業務委託料、それか

ら工事費として5,956万5,000円、そのままこち

らの27年の補正予算ということで要求させてい

ただいております。 

 簡単ではございますが、説明を終わらせてい

ただきます。 

教育長（長谷雄二） 

 担当の説明のほう、ご意見、ご質問ございま

せんでしょうか。 
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こども育成室室次長（松本幸代） 

 失礼します。 

 平成27年一般会計補正予算（教育委員会）に

つきまして、21ページのほうから見ていただき

たいんですが、まず、平成27年度国家公務員の

給与改定に伴い、給与の額の改定に関する事業

等の特例に関する告示というものが平成28年３

月９日に公布されました。特例告示の概要は、

国家公務員の給与改定の影響を受けます公定価

格の引き上げ率を、平成27年度当初の単価に保

育に係る部分が1.29％、教育に係る部分に

1.49％の引き上げ率、これを乗じた新単価とし

て取り扱うものということになりました。 

 これを受けまして、新単価として積算した額

が、21ページにあります歳出の子ども子育て支

援給付事業として算出しました額です。これが、

今回の補正額となっております。これに基づき、

歳入は計算させていただいた金額ということに

なっております。ちょっと多岐にわたりますが、

趣旨としましてはそういうものになっておりま

す。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、日程第８、報告第10号、平成27年

（2015年）一般会計補正予算（教育委員会分）

について、日程第９、報告第11号、平成28年

（2016年）一般会計補正予算（教育委員会分）

については承認されました。 

 続きまして、日程第10、報告第12号、大阪狭

山市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基

準を定める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） 

 大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について説明させていただきます。 

 本条例は、子ども子育て支援新制度が始まり

ました平成27年４月から施行されたものでござ

います。児童福祉法の規定に基づき、小規模保

育事業所などの地域型保育事業の設備及び運営

に関する基準を定めておるものでございます。 

 改正の理由でございますが、建築基準法施行

令が改正され、特別非常階段に係る規制が合理

化されました。それに伴い、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令が平成28年２月19日に公布され、平成28年

６月１日から施行されることとなっております。 

 本条例は、国の基準を勘案して定めるもので

あり、厚生労働省と同様に本条例におきまして

も建築基準法を引用しておりますことから、所

要の改正を行うものでございます。 

 差しかえ後の議案書のほうなんですが、見開

いていただいたところの新旧対照表のほうをご

らんください。 

 避難用の屋内階段の構造ということで、屋内

と階段施設は、バルコニーまたは付室という部

屋をつくって連絡することになっておりますが、

この付室の構造が、窓もしくは排煙設備を有す

る付室となっていたものが、付室に改められた

ものでございます。 

 第29条で規定するこの条文につきましては、

小規模保育事業Ａ型の設備の基準を定めるもの

で、小規模保育事業Ｂ型、Ｃ型及び事業所内保

育事業の設備につきましても、この条文を引用

しておりますことから、このたびの改正の対象

となるものでございます。 

 また、附則といたしまして、条例の施行期日

を省令の施行日と同日の平成28年５月１日から

とするものでございます。 

 なお、参考でございますが、現在、本市では

小規模保育事業所のＡ型が１か所ございますが、
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２階建てでございますので、今回の改正の対象

外となっております。 

 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、ご意見、ご質問等、

委員の皆様ございませんでしょうか。 

 はい。 

教育委員（長瀬美子） 

 これはこれで結構なんですけれども、他市の

ちょっと審査会の中で出た話なんですけれども、

やはりどうしてもマンションを使って、あるい

は空き店舗を使ってというようなことになりま

すので、その際に構造上どうしてもいろんな不

具合が出やすいので、その他市の場合は、ちょ

っと委員さんのほうから市としてのモデル的な

構造ではないですけれども、大体こういうもの

が望ましいというものを少しつくっておいたほ

うがいいんじゃないかと、きちんと図面まで引

かなくてもいいけれども、この避難が確保でき

ることと乳児が中心ですので衛生面が確保でき

ることというようなことを含めた、こういう場

所はこうであることが望ましいというような、

相談を受けたときにある程度アドバイスできる

ようなことも考えておいたほうがいいんじゃな

いかと。その他市は、非常にたくさん小規模を

つくらざるを得ない待機児童の多い市なので、

うちとは違って切迫した状況だと思うんですけ

れども、市としても、できれば、もし改築する

としたらこういう点は必ず守ってほしいという

ような、ちょっとモデルというか、基準となる

ようなことも決めていっていただいて、ご相談

があったらお答えしていただけると安心してや

っていただけるかなと思うので、ぜひ。これと

直接ではないんですが、ぜひお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 山崎委員、よろしいでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 はい、結構です。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、今長瀬委員のご意見を踏まえた上

で、今後検討していただくようにお願いいたし

ます。 

 それでは、日程第10、報告第12号、大阪狭山

市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準

を定める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11、報告第13号、大阪狭

山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校の管

理職人事についてを議題といたします。 

 現在、内示が出ておりませんので、次長及び

課長以下の職員の皆様は、しばらく退室のほう

お願いいたします。 

教育部長（橋上猛雄） 

 まず学校のほうで、理事からまずはお願いし

ます。 

教育部理事（田中典子） 

 失礼します。 

 お手元の資料、ご覧ください。 

 異動があったところだけをお伝えします。 

 まず、南第一小学校の教頭であられました中

野先生が校長になられます。その後の教頭のと

ころに、美加の台小学校から西川さんという女

性の教頭先生がいらっしゃいます。 

 北小学校では、中森先生が教頭先生だったの

ですが、社会教育・スポーツ振興グループ参事

としてお越しになりますので、その後に市教委

の泉谷参事が入ります。 

 狭山中学校は、橋本校長が退職されますので、

その後に南第一小学校から中田校長が入られま

す。 

 以上です。 
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教育部長（橋上猛雄） 

 続きまして、次のページをごらんください。 

 教育部関係の転出・転入でございます。 

 現在、教育総務グループ課長であります能勢

が、今回４月から設置されます上下水道部長と

して転出をいたします。 

 教育総務では、隅谷がこども育成室のほうに

行きます。 

 寺下参事のほうが、大阪府教育委員会の出向

になります。あと、社会教育・スポーツ振興グ

ループの前沢が、議会事務局へ行きます。 

 また、谷担当部長が、４月からできますこど

も政策部長として行きます。 

 それより下は転出ですけれども、さらに下の

ところにこども政策部転入というものも一緒に

ありまして、この分と関連するところになって

おります。 

 それから、次の転入をごらんください。 

 教育部長の後任といたしまして、現在保健福

祉部長である竹谷が教育部長に就任するという

ことでございます。 

 能勢の後任といたしまして、今現在、市民部

次長及び兼税務グループ課長の山崎が参ります。 

 そして、新人が３人、教育総務グループ、そ

して社会教育・スポーツ振興グループ、そして

歴史文化グループに入ります。 

 それと、社会教育・スポーツ振興グループの

課長に、現在議会事務局次長の楓が転入いたし

ます。 

 それから、部内異動でございます。 

 現在、学校教育グループ課長補佐の尾島が参

事に昇任をいたします。 

 石川のほうが定年退職になって、そのまま学

校給食グループのほうで再任用といたします。 

 社会教育・スポーツ振興グループの榑本が、

学校教育グループへ行きます。 

 現在、郷土資料館に勤務しております柏原が

学校教育グループの主任として参ります。 

 寺本が、社会教育・スポーツ振興グループか

ら学校給食グループ課長として転出をいたしま

す。 

 私は、社会教育・スポーツ振興グループ参事

兼歴史文化グループ参事ということで、再任用

ということで勤務させていただきます。 

 社会教育・スポーツ振興グループの田和が昇

任して主幹、吉井も昇任として主幹、それから、

現在の歴史文化グループ主事の藤尾が郷土資料

館に出向いたします。 

 以上でございます。 

 それでは、幼稚園・こども園関係を谷部長か

らお願いいたします。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 幼稚園・こども園関係の人事異動ですが、幼

稚園の園長ですね。阪本と竹口ですね。今、幼

稚園の改革をしようということで、以前は課長

級の幼稚園の園長やったんですが、今、課長補

佐級になっております。以前、兼務園長で小学

校の校長先生が園長をされていたというような

時期があって、兼務園長を全て引き上げて自前

の園長にするということで、何か園長の格が下

がったみたいになってしまっているんですね。

園長代理が園長になったと。同格のままという

ようなことになっておりまして、これから幼稚

園の改革を進めていく中で、今回は阪本園長、

竹口園長については、保育・教育グループの参

事ということで、課長級に上げて、これから引

っ張っていただこうということで、残りの園長

についても、順次幼稚園改革と合わせて課長級

に引き上げていきたいなというふうに思ってお

ります。 

 異動ですが、東幼稚園におりました盛が半田

幼稚園に、逆に半田幼稚園から東幼稚園に安満

が変わります。今まで保育士として働いていた

だいていた、こども園の藤本が幼稚園で頑張る
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ということになります。 

 西野が、半田幼稚園からこども園に行ってい

ただくということになっております。 

 以上でございます。 

教育部理事（田中典子） 

 学校教育では、２人の参事が転出しますが、

その後に来られるのが、第三中学校の教諭で、

勝谷が参ります。３枚目の転入の上から４段目

の勝谷実嗣という者が今の第三中学校の生徒指

導を担当している教諭で、学校教育グループの

課長補佐に入ります。 

 以上です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 寺下参事は、府教委のどこですか。 

教育部理事（田中典子） 

 小中学校課です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 小中学校の役職はなんですか。 

教育部理事（田中典子） 

 主任指導主事です。 

教育長（長谷雄二） 

 今回から内示の前に教育委員さんのほうにお

知らせできるという日程でございますので、私

を除きまして、人事の部分でご意見ありました

ら、また次年度の参考にしたいと思いますので。 

 本当にかなりの、今までいろいろ教育委員会

に尽力いただいた部長、橋上部長初め市長部局

も含め、かなり変わられますので、またなお一

層の教育委員さんのご指導、ご鞭撻のほう、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、すみません。入室お願いします。 

 それでは、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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