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教育長（長谷雄二） 

 委員の皆様には、暑い中、ご参集いただきま

して誠にありがとうございます。 

 それでは、平成28年第７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、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、７月２日、

５日、６日、７日、８日、12日、19日と新幼保

連携推進計画の説明会をぽっぽえん及び幼稚園、

市役所で説明を行いました。 

 続いて、７月21日、文化財保護審議会が開会

され、参加いたしました。審議会の内容につき

ましては、末永雅雄先生の市収集中世文書の、

これを市の文化財指定にするかという諮問を昨

年度行い、今回、答申をいただきました。 

 以上、主な活動報告でございます。 

 委員の皆様、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 新幼保連携推進計画についての説明会、ご苦

労さまでした。 

 私も気にはなっておったんですけれども、こ

の説明会の中で、何か特にご意見とかご質問等

ありましたら。 

教育長（長谷雄二） 

 この件につきましては、後で各グループから

の報告のほうで詳しくお伝えする予定になって

おりますので、後ほどよろしくお願いいたしま

す。 

 ほか、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、報告

第17号、平成29年度使用教科用図書採択につい

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） 

 失礼いたします。 

 報告第17号、平成29年度使用教科用図書採択

についてご説明いたします。 

 無償措置法施行令第15条第１項の規定により、

義務教育諸学校において使用される教科用図書

につきましては、基本的に、同一の教科用図書

を４年間採択しなければならないとされていま

す。 

 小学校では平成26年度に採択された教科書が

平成27年度から使用され、中学校では平成27年

度に採択された教科書が平成28年度から使用さ

れています。現在使用されている教科用図書は、

お手元の資料にあります２ページ、３ページに

あるとおりでございます。 

 この間、学校現場からは、これらの教科用図

書に対して学習上不都合がある等の指摘もなく、

また、今年度、教科書センターにおける教科書

展示会でも特に市民の方からのご意見はありま

せんでした。 

 したがって、来年、平成29年度の小学校、中

学校使用教科用図書につきましては、引き続き

２ページ、３ページに記載しております図書を

使用したいと考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 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。よろし

いですか。 

 ご意見、ご質問等がないようですので、本案

を原案のとおり承認することにご異議ございま
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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、報告第17号、平成29年

度使用教科用図書採択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、「安全

な組体操を実施するために」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（尾島 肇） 

 失礼いたします。 

 報告第18号、「安全な組体操を実施するため

に」についてご説明いたします。 

 近年、運動会における組体操実施に係る事故

が報道で大きく取り上げられており、組体操に

おける安全確保のため、独自の提言や方針を打

ち出す自治体が出てきております。 

 このような中、本市におきましても、保護者

や市民の組体操の安全性に対する関心が高まっ

てきているものと考えております。 

 本市におきましては、中学校で組体操は実施

しておりませんが、小学校の高学年では全ての

学校で組体操を行っております。 

 そこで、本年度10月16日日曜日に市内で一斉

に実施予定の小学校運動会に向けて、７月まで

に計３回の組体操の実施に係る検討会議を実施

いたしました。各小中学校の体力向上担当教員

を招集し、大阪教育大学准教授の井上先生と大

阪狭山市教育研究会体育部会世話役の南第一小

学校、中野校長先生に指導助言いただきながら

検討を重ねてきたところでございます。 

 そこで話し合った内容をもとに作成したもの

が、お手元にございます「安全な組体操を実施

するために」でございます。これを各校に周知

したいと考えております。 

 これは、今年３月にスポーツ庁から発出され

た組体操における事故の防止についての内容を

踏まえ、組体操の実施計画づくりから事故防止

の対応に至るまで、担当教員や当該学年だけで

なく、教職員全員で実施上の留意点を共通理解

して取り組むよう呼びかける内容となっており

ます。 

 特に、６ページ以降は、組体操において特に

事故が発生しやすい５つの技を取り上げて、安

全な実施についての留意点を記載しております。 

 本通知を各校に周知し、全教職員で共通理解

して取り組むことで、組体操における安全確保

を徹底してまいりたいと考えておりますので、

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、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。 

 はい、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 これはいいことだと思います。大阪狭山市の

学校としての指導方針みたいなものが出るとい

うことは、今後の児童生徒の安全な組体操を行

う上で大事だと思います。過去、組体操におけ

る本市の事故等がもしありましたら、ちょっと

具体的に説明願えたらと思います。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 昨年度、本市における組体操事故について、

過去５年間の発生状況を確認したところ、組体

操によるけがというのは発生していないという

ことで把握しております。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 今、実施されている指導の際の体制について

お伺いしたいんですが、私の子どもの学校でも

やっていましたので、当日は見せていただいた
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んですが、そこまでの指導の段階で、当然、学

年も一緒に指導されると思うんですが、ほかの

体育に関係する先生が補助に入られたりとか、

何かどういう体制でこういう、ある程度、危険

を伴う活動は指導されているのかをお伺いでき

ればと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、担当。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 職員室で、例えば授業がなく、空き時間の先

生方に声をかけまして、高さが出るような種目

の練習については、一緒に参加いただいて、安

全配慮していただくというようなことはこれま

でもやっておりますが、今後、より一層、教職

員に周知して、そういう体制を整えていこうと

いう意図の通知でございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 では、あわせてですけれども、おそらく夏期

期間中の水泳指導もそうやってされていると思

うんですが、これからもぜひ全職員で共有して

いただいて、どの学年がするにしても、対策を

とっていただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 はい。ほかございませんでしょうか。 

 最後に、他の市、地方自治体のほうでは、組

み立て体操の中止というようなそういう方針の

自治体もあるんですが、本市については、各学

校で、子どものいろんな状況を判断して、学校

長が組体操の実施については十分な安全を図り

ながらという、委員会としての考えということ

で、まとめでよろしいでしょうか。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 各校の先生方に各校の状況を聞かせていただ

きましたら、やはり組体操は集団づくりの狙い

もあって、今後も取り組んでいきたい。今後、

組体操を実施するのであれば、十分な安全計画

を立てて、その上で学校長が実施を決定すると

いうことで考えております。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 はい、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 自治体によっては、もう組体操は中止と、今、

教育長の話にありましたけれども、ともすると、

何か事故があれば、もう危ないから子どもたち

にさせない、しないというようなことでは、や

っぱり子どもたちの体力づくりとか集団づくり

という面では非常にマイナス面が大きいと思う

んですね。 

 だから、そういう意味で、もちろん安全を最

優先しながら、子どもたちの状況を見て、やっ

ぱり私は進めていくべきことは進めていくとい

うような方向で行ってほしいなと思いますね。

何でも危ないからやめさせようと、子どもの遊

びと一緒でね。それだったら、子どもの成長に

とっては決してプラスにならないと思うので、

その辺は、学校現場には十分わかっていただけ

ると思いますけれどもね。今後ともよろしくお

願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 今、されているかどうかわかりませんが、幼

稚園や保育所においても、ここまで大がかりな

ものではなくても、ある程度、組を必要とする

ような活動をすると思いますので、市全体とし

て、もちろん、今、中学校は実施していないと

いうことですが、幼稚園、保育所において類似

する活動を行う場合にも、十分注意をしていた

だけるようにお願いしたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 今の長瀬委員のご意見なんですが、幼稚園、

保育所については、運動会の時点で教育委員会
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のほうで配当して、運動会の中身のほうは見さ

せていただいています。 

 長瀬委員が言われるように、少し無理がある

かなという部分については、委員会としては、

公式的な指導ということではありませんが、少

し課題としては難しいんではないかというよう

な指導助言は行っております。 

 それと、先ほど長瀬委員のご質問で担当のほ

うが答えました、いわゆる危険が予知できるよ

うな大きな組み立て体操については、個別に練

習のときには、その一つのパートが完成するま

では教員がそこに集中してついていると。本番

については、当然、運動会は一丸となってやっ

ていますので、危険が、少しパートが苦手な集

団の部分については、教職員を横に配置をする

というような形で安全管理を行っているという

ふうに学校からは報告で聞いております。 

 それでは、ほかにご質問、ご意見はないよう

ですので、本案を原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、日程第２、報告第18号、「安全な

組体操を実施するために」については承認され

ました。 

 続きまして、日程第３、報告第19号、大阪狭

山市立幼稚園設置に関す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。 

 担当の説明を求めます。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 失礼いたします。 

 報告第19号、大阪狭山市立幼稚園設置に関す

る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。 

 まず、改正の理由ですが、前回の教育委員会

定例会でご承認いただきまして、その後、市長

の決裁をいただきましたので、平成28年７月に

策定しました大阪狭山市新幼保連携推進計画に

基づき、大阪狭山市立幼稚園において３年保育

を実施するとともに、認定こども園への移行を

前提に、西幼稚園及び南第二幼稚園を廃園する

ため、所要の改正を行うものです。 

 この計画書につきましては、お手元のほうに

配付させていただいておりますピンクの表紙の

冊子になっておりますので、また後日、ごらん

いただきたいと思います。 

 では、改正の概要につきましては、議案書の

12ページをごらんください。 

 新旧対照表のほうですが、まず、第１条で、

市立幼稚園の設置の表中から、西幼稚園及び南

第二幼稚園の項を削ることとしました。 

 第５条では、幼稚園に入園できるものを、大

阪狭山市に居住する学齢前１年及び２年を、１

年から３年までの幼児としました。 

 第６条では、幼稚園の募集人員を毎年、教育

委員会が定員の範囲内で年齢ごとに定めること

としました。 

 第７条では、３歳児の学級にあっては、１組

25名以下を原則とすることとしました。 

 13ページのほうですが、第22条関係では、預

かり保育の実施時間が５時間以上の日の預かり

保育料を500円から400円に改めることとしまし

た。 

 附則の２の関係になりますが、大阪狭山市立

幼保連携型認定こども園条例におきましても、

預かり保育料を同様に400円に改めることとし

ました。 

 第４条関係の別表のほうになりますが、東幼

稚園、半田幼稚園及び東野幼稚園の定員を改め

るとともに、廃園に伴い、西幼稚園及び南第二

幼稚園の項を削ることとしました。 

 この条例の施行期日ですが、平成29年４月１

日です。ただし、第１条の改正規定並びに別表
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の改正規定中、西幼稚園及び南第二幼稚園の項

を削る規定は、平成30年４月１日から施行しま

す。 

 お手元にお配りしていますＡ４版１枚の資料

をごらんください。 

 下のほうに書かせていただいております参考

というところです。幼稚園定員の年齢別内訳を

ご報告いたします。 

 来年度から３歳児保育を始めることになりま

すので、平成29年度以降の東幼稚園の３歳児は、

３クラスで70人の定員といたします。４歳児に

つきましては２クラス70人の定員、５歳児につ

きましては２クラス70人の定員、合計７クラス

で210人の定員といたします。 

 ３歳児は、３クラスで合計70人定員となりま

す。１クラスの定員が25人ならば、25人掛ける

３クラスであれば合計で75人になります。これ

でいきますと、４歳児になったときに入れない

ということになります。ですので、３歳児につ

きましては３クラスで、70人定員というふうに

いたしました。 

 半田幼稚園、東野幼稚園につきましては、平

成29年度以降は、３歳児２クラスで35人の定員、

４歳児は１クラスで35人定員、５歳児１クラス

で35人の定員、合計４クラスで105人の定員と

いたしました。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、今の担当の説明について、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 現実の数字はわからないですが、もしも超過

した場合には抽せんということになるんでしょ

うか。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 はい。基本、抽せんという形になるかと思い

ます。 

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。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 現在の東・半田・東野幼稚園の４歳児、５歳

児は何人いらっしゃいますか。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 28年４月１日現在ですが、東幼稚園の４歳児

は32人、５歳児が47人、合計79人です。半田幼

稚園につきましては、４歳児が19人、５歳児24

人、合計43人です。東野幼稚園につきましては、

４歳児が26人、５歳児が26人、合計52人となっ

ております。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 はい、ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 後ほど説明会の状況についてはお話ししてい

ただける予定にはなっておりますので、今回の

改正についてのご意見のほう、もしあれば、さ

らにお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。 

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、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第３、報告第19号、大阪狭山市立幼稚園

設置に関す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。 

 以上、本日の議案は終了でございます。 

 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。 



－6－ 

                  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。 

 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


