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日程第１ 議案第14号 大阪狭山市指定文化財の指定について 

日程第２ 議案第15号 大阪狭山市立幼保連携型認定こども園条例施行規則 
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教育部長（竹谷好弘） 

 皆さん、おはようございます。 

 教育委員会の定例会議を始めさせていただき

ます。 

 議事に入ります前に、１つだけ議案のほうの

資料で差しかえがございます。 

 お手元に置いております議案第16号、平成29

年度市立幼稚園・こども園募集人員の設定につ

いて８ページで差し替えがございまして、差し

替え分を机の上へ置かせていただいております。

こちらのほうの資料を見ていただきたいと思い

ます。 

 それでは教育長、進行をお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成28年第８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、瀬川委員、阪本委

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、８月３日、

山本こども園の公開保育に参加いたしました。 

 ８月４日、チームワーク研修に参加いたしま

した。 

 ８月13日、平和を考える市民のつどいに参加

いたしました。 

 以上でございます。 

 それでは、活動報告をごらんいただきまして、

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、早速でございますが、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14号、大阪狭山市指定文化財の指定について

を議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 議案第14号、大阪狭山市指定文化財の指定に

ついてご説明申し上げます。 

 末永雅雄氏収集中世文書（河内国関係）。本

市名誉市民であります末永雅雄氏が収集されま

した古文書群の一部で、遊佐順盛書状３通、蜷

川貞周書状１通、丹下盛賢奉書１通、遊佐長教

奉書１通の合計６通でございます。 

 河内国守護畠山氏の有力家臣でありました遊

佐氏、丹下氏の書状で、南河内や本市域の戦国

時代の様相をうかがうことができる資料でござ

います。既に写本等をもとに一部が和歌山県史

等に掲載されまして古文書の内容が知られてお

りますが、これらはその原本に当たります。 

 また、町史編さん時には室町時代、戦国時代

の狭山地域の資料がほとんど収集できず、今後

の課題となっておりました。その後、町史編さ

ん委員長の末永氏は、この時代の資料を初め地

域に関係するさまざまな資料が古書店に出るた

びに、その散逸を防ぐ目的で私財等を投じ収集

されたものであり、末永氏の狭山に対する深い

郷土愛をうかがい知ることができます。 

 以上のことから、末永雅雄氏収集中世文書

（河内国関係）は、大阪府及び大阪狭山市域の

戦国時代を見る上で重要な文書であると言えま

す。この文書につきましては、平成28年７月21

日に開催いたしました大阪狭山市文化財保護審

議会から指定についての答申を頂戴いたしまし

た。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご承認

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

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。 
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教育長職務代理者（山崎 貢） 

 結構ですが、どのようなものですか。どんな

ものかちょっと知りたいなと。 

歴史文化グループ課長（塔本 弘一） 

 このような古文書なんですが、すみません、

これらの資料のほうは、配付しておりません。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 後でゆっくり見せてもらいます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、後ほど資料を見ていただくという

ことで、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１、議案第14号、大阪狭山市指定文化

財の指定については承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第15号、大阪狭

山市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の

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。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 議案第15号、大阪狭山市立幼保連携型認定こ

ども園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。 

 まず、改正の理由につきましては、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、大阪狭山市立こども園におきま

しても、市立幼稚園と同様に、教育を希望する

１号認定子どもの３年保育を実施するため、所

要の改正を行うものです。 

 改正の概要につきましては、資料５ページの

新旧対照表をごらんください。 

 第２条関係で、定員80人を75人に改め、保育

を必要とする園児以外の園児は、満４歳以上を

満３歳以上に改めることとしました。 

 第３条関係では、見出しを「募集人員及び選

考」に改めるとともに、同条の中での「定員」

を「募集人員」に改め、募集人員は、毎年、大

阪狭山市教育委員会が定員の範囲内で規定する

年齢ごとに定めることとしました。 

 第７条関係では、副園長の次に主幹保育教諭

を加えることとしました。 

 第８条関係では、第２項の次に「主幹保育教

諭は、園長及び副園長を助け、上司の命を受け

職に従事するとともに、保育教諭を指導す

る。」という項を加えました。それにより、第

３項が第４項にかわります。 

 施行期日につきましては、平成29年４月１日

からといたします。 

 以上、ご審議のほど、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、ご質問、ご意見ご

ざいませんでしょうか。 

 それでは、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、議案第15号、大阪狭山市立幼保連

携型認定こども園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。 

 それでは、続きまして、日程第３、議案第16

号、平成29年度市立幼稚園・こども園募集人員

の設定についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 議案第16号、平成29年度市立幼稚園・こども

園募集人員の設定については、申しわけありま

せん、資料のほうを差しかえさせていただきま
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す。事前にお配りさせていただいていました案

につきましては、新定員に基づいた募集人員と

いうことで西幼稚園と南第二幼稚園を除いたも

のでしたので、今回お配りさせていただいてい

るものに差しかえさせていただきます。 

 それでは、説明させていただきます。 

 市立幼稚園と市立こども園１号認定子どもの

募集人員は、定員の範囲内で年齢ごとに定める

こととなりました。 

 表の一番上ですが、東幼稚園、半田幼稚園、

東野幼稚園、こども園の３歳児と４歳児につき

ましては、定員と同数の募集人員を定めること

としました。５歳児につきましては、定員数か

ら、一番下の表の参考、平成28年８月１日現在

の４歳児の園児数を差し引いた人数を募集人員

と定めることとしました。 

 西幼稚園、南第二幼稚園につきましては、平

成29年度末で廃園となることから、３歳児、４

歳児のほうは募集いたしません。５歳児のみの

募集人員となります。定員はそれぞれ70人であ

りますが、平成28年８月１日現在の４歳児の園

児数は、西幼稚園が16人、南第二幼稚園が12人

ですので、転入等で数人増えることはあっても

極端に増えることは考えにくいため、１クラス

35人の設定でさせていただき、それぞれ平成28

年８月１日現在の園児数から差し引いた人数を

募集人員ということで設定のほうをさせていた

だきたいというふうに思っております。 

 以上、ご審議のほど、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、ご質問、ご意見ご

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） 

 西幼稚園と南第二幼稚園の定員が５歳児70人

というのは、前が80人だったから70人にしたと

いうことでしょうか。定員から現在の西幼稚園

の４歳児16人を引いたら54人となりますよね。

南第二幼稚園と西幼稚園の定員のところはどう

なりますか。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 定員は70人ということなんですが、これは旧

の定員のほうで設定させていただいております。

募集人員につきましては、本来であれば70人か

ら28年８月１日現在の４歳児の園児数を差し引

いた数字ということにはなるんですが、先ほど

も説明させていただきましたように、５歳児で

すので、今後、転入等でそんなに増えることは

ないかと考えますので、１クラス35人という定

員数の設定をさせていただいて、そこから西幼

稚園16人を引いて29年度の募集人員については

19人、南第二幼稚園は35人から12人を引きまし

て23人という設定にさせていただくこととしま

した。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 わかりました。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 予算の関係もありますので、例えば70人から

引いた人数を募集するということになりますと、

５歳児で２クラス用意しますということになり

ますので、それは現実的な話として無理ですの

で、西と南第二につきましては、５歳児のクラ

スをそれぞれ１クラスにさせていただきます。

それで入れる人数を教育委員会として募集しま

すという形にさせていただこうと思っておりま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 すみません、ちょっと質問です。 

 もう一回、西幼稚園、南第二幼稚園の５歳児

の定員が70人というのは、どういうふうに計算

しているんですか。 

こども政策部長（谷 富二男） 
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 今の幼稚園の定員で西幼稚園が140人、もと

もとが４歳・５歳で、幼稚園の定員ですので５

歳児の定員というのは本来ないんです。あえて

言うと70人ということです。 

教育委員（瀬川武美） 

 一応、単純に計算してみて、２で割っただけ

のことですね、４歳と５歳は。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 そうです。東、半田、東野、ここらにつきま

しても、定員は210人ということになってるん

ですが、それを内訳で言いますと３歳児、４歳

児、５歳児はこうなりますということですので、

基本的に何歳児の定員設定というのはございま

せん。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 実際には、例年、５歳児で１年間だけ入園と

いうのは比較的少ないんですね。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 そうですね。転入等で増えるぐらいですので、

大体２、３人です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 そうでしょうね。10人以上増えるということ

はないですね。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 そういうことはないかと思います。 

教育委員（瀬川武美） 

 ８ページのところの参考に、西幼稚園の４歳

児が現在16人となってますよね。南第二が12人

ですよね。今新しくいただきました西幼稚園と

南第二幼稚園の５歳児の募集人員を今の数字を

ベースにして若干プラスアルファしたというふ

うに考えたらいいんですか。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 いや、１クラスで最大35人入れますので、今、

南第二幼稚園でしたら12人の子どもがおります

ので、あと23人しか入れないということです。 

教育委員（瀬川武美） 

 ということですよね。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、それでは質問等ございませんでしょう

か。それでは、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」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第３、議案第16号、平成29年度市立幼稚

園・こども園募集人員の設定については承認さ

れました。 

 続きまして、日程第４、報告第20号、大阪狭

山市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用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。 

 担当に説明を求めます。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 報告第20号、大阪狭山市行政手続における特

定の個人を選別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の

一部を改正する条例について、ご説明いたしま

す。 

 改正の理由につきましては、行政手続におけ

る特定の個人を選別するための番号の利用等に

関する法律により個人番号を利用することが認

められている事務以外に、条例で定めることに

より個人番号を利用することができる独自利用

事務として、本市では、現在４つの医療費助成

事務を規定しています。 

 今回、新たに教育委員会関係の３つの独自利

用事務、児童・生徒の就学援助に関する事務、

特別支援教育の就学奨励に関する事務、私立幼

稚園の就園奨励に関する事務の３つを追加する
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とともに、地方公共団体の機関が当該事務を処

理するために他の機関に対して特定個人情報の

提供に関し必要な事項を定めるため、所要の改

正を行うものです。 

 資料の12ページのほうをごらんください。改

正の概要につきまして、条例の題名及び第１条

関係では、本市の機関から市の他の機関に特定

個人情報を提供することができるよう、字句の

追加を行うこととしました。 

 第４条の別表第１関係、資料のほうでは14ペ

ージになります。 

 本市が個人番号を利用することができる独自

利用事務として、５．児童・生徒の就学援助に

関する事務、６．特別支援教育の就学奨励に関

する事務、７．私立幼稚園の就園奨励に関する

事務の３つの事務を追加することとしました。 

 第５条第１項及び別表第３関係では、本市の

機関から市の他の機関に特定個人情報の提供が

できる場合として、別表第１の３つの事務処理

のため、教育委員会が市長に対して住民票関係

情報などの特定個人情報の提供を求めた場合に

市長が提供できるよう、規定を追加することと

しました。 

 第５条第２項関係では、特定個人情報の提供

があった場合において、他の条例等の規定によ

り当該特定個人情報と同一内容の情報を含む書

面の提出が義務づけられているときは、当該書

面の提出があったものとみなすこととしました。 

 施行期日につきましては、公布の日からとい

たします。 

 以上、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、ご意見、ご質問等

ございませんでしょうか。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 私の読み間違いで、申しわけありません、特

定の個人を識別するための番号の利用というと

ころを「選別」というふうに間違って読んでい

ました。申しわけありませんでした。 

教育長（長谷雄二） 

 どうでしょうか。 

 山崎委員、どうぞ。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 教育委員会関係のものをつけ足したというこ

とですね。私立幼稚園の就園奨励に関すること

も、去年からでしたか、新たに増額したという

のは。それから、特別支援教育についても最近

であると聞いているのですが、こういう３つの

業務に関しては、今まではどういう形をとって

いたんですか。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本 幸代） 

 今までは同意書をとることでこれにかわって

やっていましたが、この条例に規定することに

よって、同意書をとらずともできるという形に

なっています。今までは申請書の中に同意書欄

を設けていました。 

教育長（長谷雄二） 

 阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 マイナンバーですよね。個人の同意なく市長

が教育委員会に開示をするというか、そういう

ことですよね。これのそもそもの目的というの

は、ほかの例えば収入とか、いろんなこととリ

ンクするとか整合性とか、それを求めるという

か、そういうのが目的になるんですか。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 いや、あくまで個人の手間を省くということ

ですので、今までは狭山の中でご本人の同意、

申請のもとに市にあるデータをいただくという

ことでしたが、マイナンバーということになる

と、転入してきた方が前の住所での行政手続を

簡素化することができることになります。 



－6－ 

教育委員（阪本 栄） 

 マイナンバーは役所の中でも全ての部署で知

っているわけではなくて、ある部署で知ってい

るけどもほかの部署は知らないことになってい

るので、それで教育委員会は市長へ情報開示を

請求するということですか。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 そうです。教育委員会は市長部局ではないの

で。個人番号を書いていただくということで、

それを調べてくださいということになりますの

で、それで事足りるということになるようです。 

教育長（長谷雄二） 

 今、阪本委員のお話にもあるように、あくま

でも個人番号いわゆるマイナンバーの取り扱い

については、市のほうの規定に基づいて明らか

にちゃんとした取り扱いをするという前提のも

とでの改正というふうにご理解いただけたらと

思います。 

 ほかに。よろしいですか。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４、報告第20号、大阪狭山市行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

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。 

 続きまして、日程第５、報告第21号、平成28

年度（2016年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（教育委員会関係）についてを議題といたしま

す。 

 担当に説明を求めます。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑 正

弘） 

 それでは、平成28年度（2016年度）大阪狭山

市一般会計補正予算（教育委員会関係）につい

て説明をいたします。 

 資料は16ページでございます。 

 幾つか項目がございます。上から順に説明を

いたします。 

 まず、民生費といたしまして、一番上のとこ

ろですが、認定こども園運営法人選考委員報償

費です。 

 今回、新幼保連携推進計画のほうでお示しさ

せていただいておりますとおり、西幼稚園と南

第二幼稚園につきましては、平成28年度末をも

って廃園といたします。それにかわりまして、

平成31年度を目標に認定こども園のほうへ移行

いたしますけれども、その認定こども園を設置、

運営していただきます法人を募集するに当たり

まして選考委員会を開催いたします。その選考

委員会の委員の報償費といたしまして12万

6,000円を補正させていただくものです。 

 続きまして、その下の欄になります。子育て

世帯臨時特例給付金給付事業費でございます。 

 この子育て世帯臨時特例給付金給付事業につ

きましては、平成27年度中の実施となります。

既に交付いただいている分から実際に使ったお

金の差額分を返還する必要がございます。 

 上の段は、子育て世帯臨時特例給付金給付事

務費国庫補助金超過交付返還金といたしまして

31万8,000円の増額補正となります。その下、

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助

金超過交付返還金といたしまして277万2,000円

の増額補正といたします。 

 続きまして、教育費です。 

 幼稚園費といたしまして、幼稚園施設改修工

事実施設計業務委託料として1,123万8,000円を

増額補正させていただきます。 

 こちらにつきましては、東幼稚園、半田幼稚

園、東野幼稚園の３園で、来年度（平成29年

度）、エアコンの設置あるいは改修、それから
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和式トイレを洋式トイレに改修する工事を予定

しておりますけれども、それを29年度に実施す

るに当たりまして、先行して実施設計の業務委

託を今年度中に実施いたしたく、補正予算の要

求をさせていただくものです。 

 それから、次の下の段ですけれども、学校給

食施設管理費といたしまして、学校給食センタ

ー改修工事に関しまして補正をさせていただい

ています。 

 この件につきましては、５月の教育委員会議

のときにも報告させていただいておりますが、

平成28年度に実施予定をしておりました給食セ

ンターの改修工事のほうが入札不調ということ

になりまして、今年度の実施を見送ることにな

りました。それに当たりまして、当初予定して

おりました管理業務委託料と改修工事費をそれ

ぞれ全額ゼロにする減額補正をさせていただき

ます。管理業務委託料といたしましては777万

6,000円、それから本体工事のほうが２億6,132

万5,000円について、全額減額の補正といたし

ます。 

 改めて29年度以降に実施をしていくわけです

けれども、それに伴いまして、今年度中に２期

工事の設計変更に伴う実施設計業務委託料を

274万5,000円増額補正をさせていただきます。

28年度、29年度で債務負担行為として上げさせ

ていただいております６億3,503万5,000円につ

きましても、あわせて全額の減額にさせていた

だきます。 

 以上、補正額の総額といたしましては、減額

補正で２億6,910万1,000円、増額補正として

1,719万9,000円とさせていただきます。 

 以上、簡単な説明ですが、報告のほうをさせ

ていただきました。 

 以上です。 

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、

ご質問をお伺いいたします。ございませんでし

ょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 給食センターのことについては、では今後、

どういう計画になっていくのかな。 

教育長（長谷雄二） 

 寺本課長、お願いします。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 今回、実施設計業務の変更の予算をとりまし

て、２年間で単年度で工事をやっていく予定を

しております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 特に工事がちょっと先延びになるということ

ですよね。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 １年間先送りという形で、それで２年目に急

いでやらなければならない分は、来年度、内容

を繰り上げてやるような設計も依頼をしており

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 そしたら、改修が延びるということで、いわ

ゆる安心・安全な給食の提供に支障を来すとい

うことはないということで確認させていただい

てよろしいですか。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 はい、ないように計画をしております。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 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５、報告第21号、平成28年度（2016年

度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会

関係）については承認されました。 
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 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 

 

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 委員 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


