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教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成28年度第５回教育委員会定例

会議を開会いたします。 

 本日の出席日数は定足数に達しておりますの

で、本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、４月19日、

教育委員の皆様ご出席のもと、総合教育会議が

開催されました。 

 ４月23日、狭山池まつり灯火輪に、私及び市

内の小・中学校の教職員の先生方も、ボランテ

ィアとして多数の参加がございました。 

 続きまして、５月２日以降、各小学校、中学

校のほう学校訪問ということで、授業見学及び

学校長との面談を行いました。 

 ５月５日、こどもの日、教育委員会主催のＧ

Ｏ！ＧＯ！ふれあいの里ワールドに参加いたし

ました。例年より600名増の2,900名の子ども、

保護者の参加がございました。 

 ５月８日、市民体育大会総合開会式に、私及

び山崎教育長職務代理者もご出席いただきまし

た。 

 ５月18日から５月20日まで、全国都市教育長

協議会定期総会及び研究協議大会が徳島で開か

れました。２泊３日で参加いたしました。 

 ５月23日、大阪狭山市人権協会総会に参加い

たしました。 

 主な活動報告については、以上でございます。 

 委員の皆様には、ご意見、ご質問等、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11号、新幼保連携推進計画素案についてを議

題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 先月の４月19日の教育委員会定例会議及び総

合教育会議にてご審議いただきました新幼保連

携推進計画素案につきまして、本日は前回のた

たき案から変更箇所について説明いたします。 

 平成28年４月１日現在、保育所の０歳児にお

きまして、園児数の修正がありましたので、そ

の影響で合計数や利用率に修正を加えておりま

す。３ページ、４ページ、５ページを、修正さ

せていただいております。 

 本日、こちらの素案を決定いただいた後のス

ケジュールにつきましては、６月１日より22日

までパブリックコメントの受付を開始いたしま

す。閲覧場所としましては、市役所子育て支援

グループ、それと市役所内の情報公開コーナー、

各幼稚園、こども園、保育園、子育て支援セン

ター“ぽっぽえん”、市立公民館、図書館、保

健センター、ニュータウン連絡所で閲覧可能と

なっております。 

 その後、次回の６月30日の教育委員会会議で

意見の整理と計画の決定のほうを進めていく予

定となっております。よろしくお願いいたしま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 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。 

教育委員（瀬川武美） 

 すみません。数字の変更について、具体的に

どうなったか、お願いします。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 ３ページをご覧ください。 

 保育・教育施設の利用状況ということで、３
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段目、０歳児の「52人」が「50人」に変わって

おりまして、パーセンテージも「11.5％」から

「11.0％」に。そのままスライドしていただき

まして、合計の数字ですけれども、「956人」

が「954人」に、パーセンテージのほうも

「32.9％」が「32.8％」へ。そして、文章の４

行目になりますけれども、入園している児童数

は「956人」となっているところを「954人」に

変更しております。 

 ４ページでございますが、市立こども園の園

児数と０歳児につきまして、保育利用のほうが

「６人」を「７人」に、合計数が「６人」を

「７人」に変更しております。スライドしてい

ただきまして、合計のほうが、保育利用のほう

が「142人」から「143人」に変更しております。

合計数も「191人」から「192人」に変更してお

ります。 

 ５ページにつきましては、保育を必要とする

児童の推移といたしまして、平成28年の児童数

ですが、保育を必要とする児童のほうが「982

人」から「980人」に、保育ニーズのほうのパ

ーセンテージが「33.8％」から「33.7％」へ。

保育児童が「956人」から「954人」に変更して

おります。そして文章の４行目、「平成28年に

は33.8％と」というところを「33.7％」に変更

しております。 

 以上でございます。 

こども政策部長（谷富二男） 

 追加させていただきますと、52人が50人にな

ったのは、４月１日現在ということで、４月の

途中に入園したお子さんが入っていました。だ

から４月１日現在ということで、途中で入園し

たお子さんを抜いたので、変わりました。 

 あと、４ページの市立こども園の０歳児が６

人から７人になったのは、大阪狭山市に在住で

ないお子さんが、この７人の中に１人入ってい

るんです。初めは市民の方だけで６人というこ

とでしたが、本市に今、家を建てていて、引っ

越しをしてくるお子さんを含めようかというこ

とで、こども園だけの数でいうと、その時点で

は市外の方も入れて７人ということで、この辺

を修正させていただきました。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、よくわかりました。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 前回の教育委員会議並びに総合教育会議のほ

うで十分検討もし、私たちも意見を述べさせて

いただきましたので、この方向性で私も賛成の

立場で進めてほしいと思います。これからパブ

リックコメントも含めてですけれども、特に現

場、幼稚園現場の園長先生初め、職員の皆さん

へは今どんな伝わり方をしているか、きっちり

とお互い教育委員会と現場と、足並みをそろえ

ていかないと、保護者から、私たちにはわから

ない面のクレームとか、いろんな違う考えの意

見も出てきそうなことが考えられますので、そ

の辺りを教えていただければと思います。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 幼稚園につきましては、まず園長会でお話し

させていただいております。今後、廃園、認定

こども園化する園につきましては、個別に園長

と話をさせていただいています。保護者からも

いろいろな問い合わせがありますので、それに

関してもこういう方向性でこういうふうに話を

してほしいということで、園長とは話をさせて

いただいています。 

 実際、ＰＴＡの役員さんにも、西幼稚園、南

第二幼稚園につきましては、園長のほうから話

をしていただいたり、今、３歳児の試行事業も

もう既にやっていますので、そこに来られた保

護者の方にもパブリックコメントが出る前とい

うことで、お話させていただき、来年度５歳児
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になる対象の保護者にも話をさせていただいて

います。 

 その後、パブリックコメントが出た後で、市

としましても、保護者の方にちゃんと説明会を

させていただくという段取りで進めさせていた

だいています。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 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） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 そうしましたら、ほかにご意見、ご質問等が

ないようですので、本案を原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、日程第１、議案第11号、新幼保連

携推進計画素案については承認されました。 

 続きまして、日程第２、報告第15号、市立第

七小学校大規模改造（教室棟）工事請負契約の

締結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（山﨑正

弘） 

 それでは、報告第15号、市立第七小学校大規

模改造（教室棟）工事請負契約について説明を

いたします。 

 資料は、議事日程の２ページ、３ページでご

ざいます。 

 市立第七小学校大規模改造工事につきまして

は、今月23日に入札が行われまして、３ページ

にございます業者と５月24日付で仮契約を締結

しております。契約の相手方ですけれども、相

手方は岩田地崎建設株式会社大阪支店です。住

所は、大阪市中央区大手前１丁目２番15号です。 

 ちなみに、こちらの業者につきましては、先

般、実施をいたしました市役所本庁舎の耐震工

事の受注業者と同じ業者でございます。 

 契約金額は、３億5,917万7,760円です。契約

金額が議会の議決を必要とします１億5,000万

円を超えておりますので、６月定例月議会に議

案提出をさせていただきまして、議会の議決を

経た後に本契約となります。工期は、議会の議

決日の翌日から平成28年10月７日までとさせて

いただいております。 

 なお、現在のところ、議会の議決日は６月３

日を予定しております。 

 工事の内容につきましては、主に第七小学校

教室棟の外壁改修、屋根改修、防水改修、内部

改修、建具改修、それから昇降機設備改修とし

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、ご質問等ございま

せんでしょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

 基本的なことですけれども、今、使用してい

て特に支障が出ている箇所というのは無くて、

定期的な改造の件なのか、その点ちょっとお伺

いしたいです。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑正

弘） 

 教育施設だけではないんですけれども、おお

むね公共施設については、20年を目安に大規模

改修のほうを進めております。第七小学校につ

きましては、平成２年の竣工でございますので、

既に20年超えているということで、定期的な大

規模改修というふうに位置づけております。 

 以上です。 

教育委員（長瀬美子） 

 今、特に使い勝手が悪くなっているところが

あるわけではないんですね。日常的な教育活動
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には。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑正

弘） 

 そうですね。 

教育委員（長瀬美子） 

 はい、ありがとうございます。結構です。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんか。 

 そしたら、私のほうから、今これ第七小学校

の改修という部分で、教室の余裕状況というの

は、そこまではつかんでいませんね。結構です。

なぜ今、私のほうからこのように申し上げたか

ということにつきましては、本会議において、

これからいろいろ学校施設等の拡充なり、充実

ということで、第七小学校につきましては、ま

だ未定ですが、開発がかかるということで、正

式ではないが約150軒ほどまた開発が予定され

ていると、市長部局から聞き及んでおります。

今後、その推移を見た上で、慌てて予算化では

なく、２年先、３年先を見越した予算立てとい

う部分も含めて、いろんな情報収集というのを

首長と私で、意見交換がございましたので、あ

えて今の会議でお話をさせていただいておりま

す。放課後児童会にもかかわることでもござい

ますので、ちょっとつけ加えですがお話させて

もらいました。 

 そうしましたら、ご意見、ご質問等、ほかに

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」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第２、報告第15号、市立第七小学校大規

模改造（教室棟）工事請負契約の締結について

は承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第16号、平成28

年度（2016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（山﨑正

弘） 

 それでは、報告第16号、平成28年度（2016年

度）一般会計補正予算（教育委員会関係）につ

いて説明をいたします。 

 資料は、５ページから７ページまでとなりま

す。 

 今回、計上させていただいております補正予

算は、大きく９つの事業に分かれております。

６ページ、７ページの各表の一番右の備考欄の

ところに、①から⑨までの番号を記載しており

ますけれども、この番号が資料の７ページの一

般会計補正の事業名にひもづけしておりますの

で、併せてご覧ください。 

 各事業の内容につきましては、後ほど各担当

グループから説明をいたしますが、私からは補

正予算の概要について、簡単に説明をさせてい

ただきます。 

 まず、５ページの歳入ですけれども、国庫支

出金といたしまして、合計で3,354万2,000円、

府支出金といたしまして、合計で2,386万2,000

円、歳入の総額では5,740万4,000円を計上させ

ていただいております。 

 続きまして、６ページの歳出ですけれども、

民生費の合計で１億920万7,000円、教育費の合

計で1,230万円、歳出総額では１億2,150万

7,000円を計上させていただいております。 

 続きまして、補正予算に計上させていただい

ております各事業の内容につきまして、各グル

ープから順に説明をいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、子育て支援グループからお願いし

ます。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 子育て支援グループです。７ページの１番、

３番、５番につきまして、説明させていただき
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ます。 

 １番、民生費、児童福祉費、児童福祉総務費

でございますが、児童福祉管理事業につきまし

て、印刷費と委託料を新たに新設し、補正いた

します。 

 内容としましては、子どもの生活に関する貧

困実態調査でございまして、小学校５年生、中

学校２年生及びその保護者を対象に、大阪府と

共同で実施を予定しております。そのかかる費

用、委託料300万円及び印刷製本費40万円の補

正でございます。 

 ３番、発達障がい児支援事業につきまして、

負担金の増額補正でございます。 

 発達障がい療育等支援事業負担金におきまし

て、大阪府障害者福祉事業団、こども発達支援

センター「通称Ｓｕｎ」で実施しています個別

療育事業の利用に当たり、関係市町村が児童１

人当たり14万円の負担をしております。当初、

10名分予算計上しておりましたが、実利用者が

13名となったことから、３名分42万円の増額補

正をお願いいたします。 

 歳入につきまして、この１番と３番の２事業

において、新子育て支援事業交付金を292万円

増額補正いたします。 

 続きまして、５番ですが、民生費、児童福祉

費、児童措置費、児童扶養手当支給事業につき

まして、児童扶養手当法の改正に伴う手当額の

算定基準の変更に係るシステムの改修でござい

ます。委託料を新設いたしまして、180万円の

補正をいたします。 

 主な改正内容ですが、現在、月額４万2,000

円に第２子加算5,000円、第３子以降加算3,000

円ということになっておりますが、第２子加算

につきまして5,000円から１万円に、第３子以

降加算を3,000円から6,000円に引き上げるよう

な内容となっております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ご意見、ご質問、各グループの報告の後、お

受けしたいと思います。 

 続いて、保育・教育グループ、お願いします。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 保育・教育グループですが、事業名の２番と

４番に当たります。 

 まず、２番につきましては、民間保育園対策

事業費ということで、民間保育園の運営補助金

ということで、補正額が520万円になっており

ます。これは１つ目に、民間保育園の保育士の

業務負担となっています書類作成などの業務、

例えば園児台帳や指導計画、保育日誌の作成や

保育士の勤務時間の把握などをＩＣＴ化するこ

とで、保育士の業務負担軽減を図るというもの

です。希望される５カ所の園に対しまして、補

助するというものです。１カ所当たり100万円

を限度に、５カ所で500万円を計上しておりま

す。 

 また、２つ目に、保育園内の事故防止や事故

後の検証のために、ビデオカメラを設置し、子

どもの安全を守るための費用として、１か所当

たり10万円、希望される２カ所の園に対しまし

て、合計20万円の補助金を計上しております。 

 これら２つの事業補助金の合計520万円に対

しまして、４分の３の390万円が国庫補助の対

象となっております。 

 ４番目の保育・教育管理事業につきましては、

子ども・子育て支援システムの改修業務委託料

ということで、補正要求額は288万9,000円とな

っております。これは制度改正に伴うもので、

保育所、幼稚園などの年収約360万円未満相当

の多子世帯及びひとり親世帯などの利用者負担

の軽減措置に対応するため、システムの改修作

業を行うものです。国庫補助として、新子育て

支援交付金の中から100万円が対象となってお
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ります。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、続いて、社会教育・スポーツ振興

グループ、お願いします。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓仁孝） 

 それでは、７ページの資料の６番と７番が社

会教育・スポーツ振興グループにおいて、今回、

補正させていただく項目でございます。ご説明

させていただきます。 

 まず、６番の第七放課後児童会のプレハブ教

室の建設工事、そしてそれに伴います実施設計

と監理業務、そして備品を上げております。そ

の分につきましては、先ほど教育長のお話にも

ございましたが、今まで第七小学校の放課後児

童会では、２教室で運営し、追加で今年度、多

目的室を一部お借りして、運営させていただい

ております。 

 今後、児童数の増加が予想されることから、

それに伴いまして、放課後児童会の入会児童数

も増加してくるということで、新築するのは１

棟、１階と２階を合わせた２教室を増設して、

放課後児童会を運営してまいりたいと考えてお

ります。 

 教室の配置なんですけれども、現在、第七小

学校の運動場の東側に、平屋の１階建てのプレ

ハブを２棟設置して運営をしております。その

２棟に続くその隣、方向から言えば南側になる

んですが、ホンダ学園側に新築をしたいという

ふうに考えております。３棟の教室を子どもた

ちが行き来できるような形で、渡り廊下を設置

していくという予定をしております。 

 工事に際しましては、子どもたちの安全配慮

をする中で、運動場の周囲を仕切って、車の進

入なり工事の通行ということで、まず学校の正

門から入っていただきましたら、運動場の西側、

そして南側を通って、東側の工事のところに入

っていくような形で、仕切りをし、安全対策を

とっていきたいと思っております。 

 そして、先ほどご説明させていただきました

多目的室につきましては、学校のほうでも使用

されるということで、現在は学校の授業終了後

に利用できるという形で、小学校の高学年、４

年生から６年生のみを対象としたクラス編制を

させていただいて、多目的室を利用させていた

だいているという現状でございます。 

 現在の第七放課後児童会の入会児童数は、

131人でございまして、４月１日当初は待機な

しでございましたが、その後ちょっと入会申し

込みがございまして、現在２名待機という形の

状態が発生してしまっております。 

 ただ、教室につきましては、厚生労働省令の

関係で、設置及び運営に関する基準が設けられ

ておりまして、児童１人につきおおむね1.65平

方メートル以上の面積を保つような形というふ

うになっておりますので、それにあわせて市の

条例も同様の数値で整備させていただいている

ということで、幾らでも教室に入っていただけ

るという形にはなっておりません。 

 続きまして、第七小学校の児童数なんですけ

れども、平成28年度から増加してまいりまして、

29年度も今現在の小学校入学前の子どもさんの

人数から推計すると、増加が見込まれておりま

す。 

 加えて、保育所の定数を大きく大阪狭山市の

場合増やしておりますので、それに伴いまして、

放課後児童会の入会児童数の割合、全校児童数

に占める放課後児童会の入会率というのが、毎

年３％から４％上昇しております。 

 その関係で推計いたしますと、平成29年度の

入会児童数の推計といたしまして161人、現在

が131人ですので、161人を推計しております。

そして、平成30年につきましては174名、平成
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31年につきましては、184名というふうな形の

推計をしております。 

 そうした中で、第七小学校につきましては、

まず４教室の体制で運営をしてまいりたいとい

うことで、補正予算を計上いたしました。その

補正予算に伴って、設計、監理、そして備品購

入もあわせて計上させていただいたところです。 

 続きまして、７番目の南第三放課後児童会の

空調整備工事につきまして、ご説明させていた

だきます。 

 平成27年度につきましては、南第三放課後児

童会につきましては、１クラスとその教室の隣

に準備室という教室の半分ぐらいのお部屋がご

ざいまして、そこで54名体制で入所していただ

いて、運営しておりましたが、今年度、入会児

童数が63名ということで、その準備室では厚労

省の基準を上回るということが出てまいりまし

て、ちょっと教室は離れるんですが、１階と３

階という形になって、３階のお部屋を今年度か

らお借りして運営するという形を実施しており

ます。 

 そのため、その教室の空調がまだ整備できて

いませんので、今回、補正予算で計上させてい

ただいて、空調を新設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） 

 それでは、最後に学校教育グループ、お願い

します。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 失礼します。７ページの資料では、８番、９

番の事業に当たります。 

 まず、８番、発達障がい早期支援研究事業で

ございます。文部科学省の事業として、平成26

年度、27年度に本市が受けて実施してまいりま

した発達障がいの可能性のある児童・生徒に対

する早期支援研究事業がさらに継続されまして、

800万円の予算をつけていただきました。 

 また、今年度から同じく文科省から新たに事

業委託されることになりました発達障がいに関

する教職員等の理解啓発専門性向上事業の委託

料といたしまして、400万円をつけていただき

ましたので、本市としてまとめまして、発達障

がい早期支援研究事業として1,200万円を計上

させていただいております。 

 歳出のほうですが、この２つの事業の運営を

行うに当たりまして、医師や大学教授等、専門

家のご意見をいただいておりますが、その謝礼

金あるいは講演会の謝金、さらに各校の通級学

級、個別支援学級への支援アドバイザーへの謝

金等を合わせまして、報償費として150万1,000

円です。 

 それから、文科省への連絡会あるいは報告会

への出席するための旅費、さらには先進地視察

といたしまして、夏に神奈川県の国立特別支援

教育総合研究所及び東京都の筑波大学附属特別

支援学校へ行かせていただく分、それと冬にＭ

ＩＭ指導に先進的に取り組まれている鳥取県教

育委員会及び倉吉市教育委員会への本市教育委

員会指導主事と、それから各校の支援教育担当

者分の合わせました旅費148万円を旅費として

上げております。 

 事業推進にかかわる消耗品費として136万

3,000円、リーフレット印刷製本費といたしま

して８万円、備品購入費といたしまして757万

6,000円を上げさせていただいております。 

 続きまして、９番の道徳教育推進事業でござ

います。こちらも文科省の委託を受けました大

阪府の道徳教育推進事業を今年度は南第三小学

校で研究実施してまいります。その事業費とし

て、30万円を上げております。 

 支出といたしましては、研修会の講師謝礼と

して７万円、事業の運営に伴います消耗品費、

主に道徳教育にかかわる資料集であるとか、あ

るいは実践集、こういったものを購入させてい
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ただく分、23万円を計上しております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、一般会計補正予算の内容について、

各グループから報告をもらいました。 

 全体を通じて、あるいは各グループからの報

告で、ご意見、ご質問等ございませんでしょう

か。 

教育委員（瀬川武美） 

 具体的に説明いただきましたので、大変よく

わかったと思います。ありがとうございます。

今後もよろしくお願いしたいと思いますが、１

つだけ、子ども・子育て支援と児童扶養手当支

給に関するシステム改修ってありますよね。こ

のシステムというのは何を指すのか、どういう

ふうに改修するのか、そこを説明いただきたい

です。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 まず、今現在、住民基本台帳というのがあり

まして、それをもとに保育料であったり、誰が

入所するかなどのシステムをＩＣＴ化したもの

が各グループのほうにあります。新制度が変わ

ることによって、保育料の計算方法などが変わ

ります。保育料については、所得税によって保

育料が変わるというのがありますので、それと

連動させる。そういったものを改修するために、

必要になってくるものです。 

教育委員（瀬川武美） 

 簡単に言うと、プログラムの改修ですね。は

い、わかりました。結構お金かかりますよね。 

こども政策部長（谷富二男） 

 高いですね。ＳＥさんが１日来られたら７万

円ほどかかります。 

教育委員（瀬川武美） 

 ですよね。そうかなと思ってお聞きしました。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、いかがでしょう。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 放課後児童会についてですけれども、第七小

の場合、屋外にプレハブが以前からあって、今、

多目的室も使っているというのを初めて聞いた

んですけれども、いつから使っているんですか。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓 仁孝） 

 この４月からです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 教育現場は困っていませんか。第七小も何回

か学校訪問をしたときに、多目的室が非常に有

効活用されている、さまざまな活動に利用され

ているので、その部屋がないとつらいかなと思

っていました。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓 仁孝） 

 今、ご質問の件でございますが、この４月か

ら第七小学校の多目的室を利用させていただい

ておりますが、全面を使っているという意味で

はございませんで、一番体育館寄りの端を仕切

った形で利用させていただいております。 

 ただ、４年生、５年生、６年生しかそのクラ

スに当てておりませんので、学校行事で利用さ

れる場合は、１年生、２年生のように早く終わ

って、学校教育に支障が出ないような形で運営

させていただいているのが現状でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 何年か後を見越して、児童数の増加を見越し

て、今度２教室増設ということになると、４教

室がそこの東のほうに並んでいくということで

すね。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓 仁孝） 

 はい。 
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教育長職務代理者（山崎 貢） 

 運動場のほうは、大丈夫ですか。第七小は広

いかな。東小学校は２階建ての建物でしたか。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓 仁孝） 

 ２階建てです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ２階建てで４教室。今、放課後児童会で非常

にふえているのは、東と七ですか。ほかはどん

な状況なんですか。学校教育に特に支障はない

のかどうか、その辺りどうですか。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓 仁孝） 

 今現在、大阪狭山市内の中で住宅開発等が進

められておるんですけれども、いろんなところ

で。おおむね世間一般でお話されている方たち

が、国道の310号より東側は、比較的開発をし

ても早く買い手が付きますよというふうな形が

聞こえてまいります。 

 そういう中で、それにあわせて考えていくの

と同様に、やはり委員がおっしゃったように、

第七それから東、そして北というところでの転

入が多くなってきておりますので、放課後児童

会につきましても、それから学校の子どもたち

の入転校数についても、恐らく同様な形の数値

が出ておりまして、放課後児童会でも第七、東、

北というのは、非常に定員いっぱいの状況、も

しくは今の第七で待機が出ておるというふうな

状況でございます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

教育委員（阪本 栄） 

 発達障がいの早期支援、重要なことと思うん

ですけれども、現状、狭山では発達障がいとい

うのは診断がついているというのか、あるいは

疑いがあるというのは、大体どのぐらいの数が

今、現状いらっしゃるのでしょうか。 

教育部理事（田中典子） 

 申し訳ありません。今ちょっと数がすぐに出

ませんので、後でまたお打ち合わせいたします

が、診断をするかどうかということについても、

保護者の訴えとか教職員の訴えをもとに、一応、

ＷＩＳＣの検査を市費で40回分ぐらいを持って、

それが毎回足りないぐらいの状況で、必ずとい

っていいほど検査を受けた子どもさんは、何ら

かのそういう障がいが認められるという形で。

阪本委員がおっしゃっているのは、医師による

診断ということでしょうか。 

教育委員（阪本 栄） 

 そうですね。 

教育部理事（田中典子） 

 そこになると、またもうちょっと人数がいる

と思うんですけども、専門家が教室等を巡回し

て見ていただく中では、6.5％以上そのような

傾向があるというざっくりした感じですけれど

も、一応、学校から報告を受けている数は、ま

た後で報告させていただきます。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等がないよ

うですので、本案を原案どおり可決することに

ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、日程第３、報告第16号、平成28年

度（2016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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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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