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教育部長（竹谷好弘） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいまから第９回教育委員会定

例会を開催します。 

 進行のほう、教育長、お願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 改めまして、皆さん、おはようございます。 

 議事に入る前に、私からお話をさせていただ

きます。 

 既に皆様方ご存じのように、今から私、お話

しさせていただくことは非常に寂しいお知らせ

になるとは思いますが、少し時間を頂戴いたし

たいと思います。 

 瀬川委員があす９月30日をもって任期満了で

教育委員を退任されることになります。 

 瀬川先生につきましては、帝塚山学院大学で

教鞭をとる中、平成20年10月より本市の教育委

員に就任されました。 

 本当に８年間、本市教育の発展にご尽力いた

だきました。 

 私は昨年５月に教育長として就任いたしまし

たけれども、この約１年半の中でも特に教科書

選定や学校教育にかかわる事業においては常に

教える側だけでなく教えられる側、いわば児童

生徒の実態なり児童生徒の視点に立ったご意見

を私どもにいただき、私自身、本当にたくさん

のことを学ばせていただきました。 

 これまでのご功労に心より敬意を表するもの

でございます。本当に、先生、ありがとうござ

いました。 

 今後も教育委員会だけでなくて、SAYAKAホー

ル等々いろいろな立場で今後もご指導、ご鞭撻

いただきますようお願いいたします。 

 まことにお疲れさまでございました。また改

めて歓送迎会等も予定しておると聞き及んでお

りますが、最後の教育委員会議にご出席という

ことになりますので、事務局を代表いたしまし

て厚く御礼申し上げます。 

 なお一層、これからのご健勝、今後のますま

すのご活躍をお祈りいたします。 

 瀬川先生から、できましたら一言ご挨拶よろ

しくお願いいたします。 

教育委員（瀬川武美） 

 どうもありがとうございました。身に余るお

言葉をいただきまして恐縮しております。 

 会議の前にということですので、少し緊張し

てしまいました。個人的には最後にでもご挨拶

しなければいけないと思い、ちょっと文章をし

たためておりましたので、今緊張しております

ので、少し見ながらご挨拶させていただきます。 

 本日が私の任期最後の教育委員会になりまし

たので、ご挨拶をさせていただきたいと思いま

す。 

 ２期８年間、本当にお世話になりまして、あ

りがとうございました。 

 個人的に具体的に貢献できるものが何かあっ

たかなというふうに、しばらく１か月ぐらい前

から考えていたんですけれども、幸いという言

葉が適切かどうかわかりませんが、私なりに数

えますと４つありました。 

 １つは、「こどもフェスティバル」なんです

けれども、これは私が、今ご案内いただきまし

たように、本市の文化振興事業団の理事もして

おります関係上、SAYAKAホールを本市の子ども

たちの教育と成長のために活用したいというこ

とを事業団の関係するパーティーで発言しまし

た。そうしますと、そこに出席しておられまし

た宮﨑教育長から、「できます」というお言葉

を即座にいただきました。それを「こどもフェ

スティバル」という形で具体化してくださいま

した。 

 ２つ目は読書の習慣化です。これも宮﨑教育

長のときに提案しましたところ、「読書ｅプラ

ン」として具体化していただきました。 



－2－ 

 ３つ目は小林教育長の時代に読書感想の発表

や表彰式をこどもフェスティバルの一環に加え

ていただくことを希望しましたところ、これも

実施していただきました。 

 ４つ目は同じく小林教育長の時代ですけれど

も、読書感想文を冊子にまとめていただくこと

を希望しました。これも即実現していただきま

した。 

 本当にいずれも一委員の提案にすぎないもの

をそれぞれよい形で具体化していただいて、し

かも今日まで継続していっていただけているこ

とに、心より感謝申し上げております。 

 ところで、私が最も緊張感と責任感を持って

取り組みましたのは、先ほど教育長のお言葉の

中にありましたように、教科書選定なんですね。

不得意な分野もございましたけれども、教科書

を持ち帰って、多数の教科書を比較しながら選

定するのに、知力、体力、決断力が必要でした。

しかし、この仕事が教育委員会で一番重要でや

りがいのある仕事のように思われまして、判断

に悩みながらも楽しく取り組ませていただきま

した。今ではよき思い出となっております。 

 よき思い出のもう一つは、入学式と卒業式の

祝辞です。事務局から原稿をいただきましたけ

れども、子どもや保護者、教職員の方々に教育

委員として直接語ることができる唯一の機会で

すので、私なりのメッセージを加味させていた

だきました。この作文をすることも楽しみでし

た。これらは大事に手元に置いておりますので、

時々また読み直してみたいなと思っております。 

 ところで、教育委員会に関しましては、他市

においてよくない風評が時折流れております。

しかし、本市の教育委員会は清廉潔白で真正の

教育を求めて進んでいっていると思っておりま

す。本市の教育委員を務めさせていただけたこ

とを私は誇りに思っております。至らぬところ

もございましたけれども、私の公務、公の仕事

の最後を誇りに思える職場で終えることができ

て、幸せでした。 

 これもひとえに職員の皆様方を初め教育長様

や委員の皆様方の人間的魅力によるものと心か

ら感謝しております。本当にありがとうござい

ました。素敵な方々とともに８年間、過ごさせ

ていただいて、本当に幸せでした。 

 それから、最後になりますけれども、これか

らの教育界は一層複雑になっていくと思われま

すが、子どもの成長のために真正の教育の道を

踏み外すことなく、これからも前進していかれ

ることを心より願っております。 

 簡単にと思っておりましたけれども、長いご

挨拶になり失礼いたしました。ありがとうござ

いました。 

 最後に皆様のご健康とご活躍を心より祈って

おります。ありがとうございました。（拍手） 

教育長（長谷雄二） 

 どうもありがとうございました。 

 最後の挨拶という中でもいろいろとご示唆い

ただいたことが多々あったと思います。今後の

教育委員会事業の中に、今、先生がご挨拶の中

でおっしゃられたことを十分認識しながら私ど

もも今後頑張っていきたいと思います。 

 それでは、ただいまより平成28年第９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、山﨑教育長職務代

理者、長瀬委員を指名いたします。 

 それでは、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30日、

大阪狭山市「社会を明るくする運動」推進委員

会に参加いたしました。 

 ８月31日水曜日、南河内地区市町村教育長協



－3－ 

議会研修会に参加し、滋賀県の草津市、それか

ら京都市で、学校訪問及び歴史街道の視察を行

いました。 

 ９月15日、狭山池総合学術調査委員会に出席

いたしました。 

 ９月23日、大阪狭山市戦没者並びに殉職者合

同追悼式に参加いたしました。 

 以上、主な報告をさせていただきました。 

 それでは、今の私の報告、ご質問、ご意見、

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17号、平成28年度大阪狭山市教育委員会文化

教育功労者表彰被表彰決定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、議案第17号、平成28年度大阪狭山

市教育委員会文化教育功労者表彰被表彰決定に

ついて説明をいたします。 

 資料は１ページから３ページまででございま

す。 

 文化教育功労者表彰の候補者の選考につきま

しては、学校園や各種団体からいただきました

推薦書をもとに、９月14日に表彰規程第５条に

基づく選考会を開催したところでございます。 

 選考会におきまして、慎重な審議をいたしま

した結果、資料にございます10名を候補者とし

て提案するものです。 

 各候補者の推薦理由を簡単に説明いたします。 

 ２ページ、３ページに一覧表を上げておりま

す。また、資料とは別に表彰規程をお配りして

おりますので、こちらもあわせてごらんくださ

い。 

 まず、１番の方につきましては、平成28年８

月20日、長野県松本市で開かれました全日本中

学校陸上競技選手権大会の男子800メートル競

技に大阪府の代表として出場された方です。 

 ２番から６番の方につきましては、市内の文

化スポーツ団体において、長年にわたり役員や

指導者としてご活躍をされ、本市の文化振興、

スポーツ振興に顕著な功績をおさめられており

ます。 

 ７番の方は大阪狭山市体育協会におきまして

長年にわたり本部役員を務められ、協会の運営

や本市のスポーツ活動の推進にご尽力をされて

おります。 

 ８番から10番の方につきましては、本市の体

育協会加盟のバトントワリング団体に所属をし、

昨年12月13日に千葉県の幕張メッセで開催され

た全国大会に出場され、優秀な成績をおさめら

れております。 

 以上10名の方を候補者として選考いたしまし

たので、ご審議くださいますようよろしくお願

いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの報告について、ご意見

やご質問等、ございませんでしょうか。 

教育委員（山崎 貢） 

 よろしいですか。 

教育長（長谷雄二） 

 山崎委員。 

教育委員（山崎 貢） 

 これで結構なんですけれども、毎年、小学校、

中学校の優秀な教員が挙がっていたように思う

んですが、今年はなかったんでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 担当。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 本年度につきましては、大阪府で表彰された、

前年度表彰された方がいらっしゃいませんでし
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たので、今年度はここには入っておりません。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。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17号、平成28年度大阪狭山

市教育委員会文化教育功労者表彰被表彰決定に

ついては承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第18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。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 議案第18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いたします。 

 大阪府が府立高等学校等の職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則の一部を改正し、平

成28年９月１日から施行したことに伴い、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もの

でございます。 

 変更点につきましては、お手元資料の６ペー

ジの新旧対照表にもありますように、育児また

は介護を行う職員についての特例を定めた第４

条の２中の「休息時間は」の次に「公務の運営

に支障がない場合に限り」を加え、同項第１号

中「保育所等への送迎」を「養育」に改めるも

のでございます。 

 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、ただいまの説明について委員の皆

様の質問、ご意見を求めます。どうでしょうか。 

 山崎委員。 

教育委員（山崎 貢） 

 養育というのは保育所等への送迎も含むとい

うことになりますか。 

教育長（長谷雄二） 

 担当。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 はい、そのとおりでございます。 

教育委員（山崎 貢） 

 では、もっとそれ以外も含めて子どもを育て

るというのか養うというのか、そういう意味で

すね。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 はい、広くそういうふうに捉えております。 

教育委員（山崎 貢） 

 はい、わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 どうでしょうか。今の質問に関連してござい

ませんでしょうか。 

 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 私も少しお尋ねしたかったんですが、もう少

し、理由を、もうちょっと加えていただいたら、

よりわかりやすいと思います。つまり、送迎の

みならず、どういう仕事が増えたから養育とす

るのかということがあれば、いいんじゃないか

なと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 尾島参事。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 この養育ですけれども、従前は保育所等への

送迎とあったんですが、この養育の具体的な内

容としまして、府の教育委員会からの通知には、

放課後児童会への送迎と就学してからの放課後

の対応等も含まれておりまして、そういうとこ

ろも含めて、このたび養育という言葉でカバー
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されるようになっております。 

 以上でございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 それは（２）ですよね。就学の始期に達しな

い子の話ですね。 

教育長（長谷雄二） 

 尾島参事、今、長瀬委員のご質問は、今、放

課後児童会等については項目の項の２に放課後

児童会となっているので、養育という大きな一

括りの中の何か具体的なものがないかというこ

とでしょうね。府からは、何か示されています

かね。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 すみません、ちょっと確認させていただきま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 例が示されていないということなので、懸念

されることは、養育という大きな一括りになっ

ていると、それぞれの所属、所管、いわゆる学

校によって管理職の判断で許容範囲がばらばら

になるということも懸念されると思いますので、

できれば他市町村の動向も踏まえる中で、どこ

までの範囲かというのは一定、委員会として指

導しておいたほうがいいかなとは思うんですけ

れども。送り迎えだけではないということです

よね、今回の養育というのは。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も答えを持っているわけではないんですが、

例えば小学校就学時期よりもっと前の乳児のと

きに授乳時間を要求するということで、もし保

育所に授乳に行くことができるといったことが

ある保育所があれば、その時間休憩をとって授

乳をさせに行くことはできるかもしれません。

そういうとり方も養育の中に入るのかもしれま

せんし、間を抜けて予防接種に行くというよう

なことまで認められていくのかどうかという、

教育長がおっしゃられたように、幅は広いと思

うんです、養育にかかわる。子どもの健康とか

安全とかいうことになると。 

教育委員（瀬川武美） 

 事例がわかればいいんですけれども。 

教育委員（長瀬美子） 

 先ほどの例も、養育といったときに考えられ

る私の想像ですので。 

教育長（長谷雄二） 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 もう一つ、すみません、家庭保育をしている

場合、保育所を利用していない場合も考えられ

ます。その際に途中で抜けて養育に戻るという

ことまで含まれるのであれば、非常に広いと思

います。全員が保育所を利用しているとは限り

ませんので。調べていただいたらと思います。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 後ほど報告します。 

教育長（長谷雄二） 

 担当が、資料があればということで席を外し

ましたので、その件以外にこの部分で何かご質

問、ございませんでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 規定そのものには関わりません。現状をお聞

きしたいんですが、実際にこの該当する職員に

関しては、最初の４月のクラス配置等でも配慮

をされて、この実際の勤務時間の割り振りや休

憩時間がとりやすい状態になっているのかどう

か。具体的に言うと、例えば中学校３年生や小

学校６年生の担任になるということは非常に大

変なことで抜けたりしにくい、そうじゃない低

学年の例えば担任にしてもらっているのかとか、

そういう配置上の配慮も、していただいている

のかどうかも少しお伺いできれば。 
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教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 この公務の運営に支障がない限りというとこ

ろが、その言葉のつけ加えの部分だと思うんで

すけれども、実際に学校では今、小さな子ども

さんを抱える方がどんどん増えてきておりまし

て、例えばそのような配慮をすることで学校全

体が人事上、組織的に組めないような場面も出

てまいりますので、そのような場合は、全体の

バランスを考えながら対応していただくとか、

またその組みにくい状況を年度の前に次年度は

こんな構成になって困っているというようなこ

とは学校長がこちらに相談に来る中で、余りひ

とつの学校にたくさんのそういうことを要求さ

れる方が集まらないようにということはこちら

として配慮しながらやっているところです。全

てが希望どおりにはかなえられない状況です。 

教育委員（長瀬美子） 

 といいますのは、いっとき、ちょうど若い教

員をたくさんとる時期が来ましたので、時期が

重なると思うんですね。そういう方たちにも、

もちろん子育てもして勤務も続けていただくと

なると、一個一個のご苦労も大変だと思うんで

す、実際には。先ほどの配属にも配慮をと言い

ましたけれども、実際には難しいことなので、

そういうことでちょっとお聞きしました。あり

がとうございました。 

教育長（長谷雄二） 

 勤務時間の割り振りについては何らかの配慮、

この休憩時間という部分でいえば、本来、５教

科でいえば、休憩時間というのは要は次の勤務、

例えば午後からの勤務に対する能率の向上と安

全のために休憩時間というのは設定されている

とは思うんですが、この休憩時間の変更ができ

るということは、本来の休憩時間の目的から外

れても、要は休憩時間を勤務の最後に持ってい

くことが可能というふうには考えられるんです

かね。また調べておいてください。 

 これ、今、各委員さんからもご質問あるよう

に、運用の仕方によってはちょっと誤解を生ん

だり、各学校での対応がばらばらになることも

あるので、少しまた改正についてはこのような

形にはなっておりますが、運用については気を

つけていただきたいと思います。 

 阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 現状の保育所というのは送迎ということです

が、実際どの程度こういうものを利用されてい

るのでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 尾島参事。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 現状、この保育等について、この早出・遅出

勤務を取得している教員はおりません。介護で

１名おります。 

教育委員（阪本 栄） 

 運用を拡大することによってどの程度増える

かはちょっとわからないですよね。勤務時間を

フレキシブルに考えるということですかね。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 そのとおりです。 

教育委員（阪本 栄） 

 それは事前届け出はなくて当日もありという

ことですか。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 月ごとに事前に校長に事前申請書を提出する

ようになっております。 

教育委員（阪本 栄） 

 判断は各校長の判断によってということ。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 はい。公務に支障がないと判断した場合にと

いうことです。 

教育委員（阪本 栄） 
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 わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 今の回答は、早出、遅出の申請がないという

ことですか。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 今現在、本市において早出、遅出の保育にか

かわる申請はない状況です。ほかの制度で育児

にかかわるほかの制度を利用している教員はい

るというようなことです。 

教育長（長谷雄二） 

 なるほど、それでしたらわかりました。 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 お互いにそういうものをみんなでとると困る

という状況は教員もよくわかっておりますので、

全体のバランスを見極めて、教員もとりやすい

形の育児のそういう施策を利用しているという

現状です。 

教育長（長谷雄二） 

 尾島参事。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 先ほどの件につきまして、大阪府教育庁に確

認いたしましたところ、具体例については、ま

ずこれは示していないということで、養育の想

定というのが、ひとつは先ほどもお話ししまし

た親のところに送る、ほか、想定されるのは、

例えば育児に係るご飯の用意等を含めて逆に例

を示すと取得の幅が狭まるということで、教育

庁ではわざと示しておりませんという回答をい

ただきました。 

教育長（長谷雄二） 

 この場合は、当然、割り振りと休憩時間の変

更ということになるので、当然、有給ですよね。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 そうです。勤務時間そのものは変わらない状

況です。 

教育長（長谷雄二） 

 先ほど委員からご質問ありました、いわゆる

育児にかかわる部分についてその現場での労働

環境の配慮ということで、教育委員会としては

定期的に特に年度初めには学校教育グループを

通じて配慮をするよう、各校長へ、学級編制、

学年編制等、分掌等については配慮するように

指示伝達はしております。 

 どうでしょうか、この件に関して。 

 よろしいでしょうか。 

 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） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第２、議案第18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。 

 続きまして、日程第３、報告第22号、平成27

年度（2015年度）大阪狭山市一般会計決算（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、報告第22号、平成27年度（2015年

度）大阪狭山市一般会計決算（教育委員会関

係）について説明をいたします。 

 資料は７ページから９ページまでです。 

 資料に基づきまして決算の概要について説明

をいたします。 

 まず８ページをごらんください。 

 一般会計ですが、歳入総額では前年度よりも

約３億3,500万円多い196億8,516万6,958円とな

りました。 

 歳出総額は前年度よりも約２億7,000万円多

い188億9,459万8,508円となっています。 

 増減率では、歳入で1.73％、歳出で1.5％、
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それぞれ増加しております。 

 教育費の歳出総額は23億8,480万5,913円とな

っており、前年度より21.4％、約４億2,000万

円増加しております。 

 民生費では、歳出総額が79億8,240万8,762円 

うち教育委員会関係分として29億6,173万6,583

円を支出しております。 

 続きまして、科目別の主な項目について説明

をいたします。 

 教育費、教育総務費、教育指導費では、英語

教育支援事業に1,366万円、発達障がい早期支

援研究事業に648万円をそれぞれ支出しており

ます。 

 小学校費、小学校整備費では、東小学校フェ

ンス改修工事費として404万円、南第一小学校

体育館のバスケットゴール改修に529万円を支

出いたしました。 

 中学校費、中学校整備費では、第三中学校の

大規模改造工事に３億7,718万円を支出してお

ります。 

 幼稚園費、幼稚園振興費では、幼稚園就園奨

励費補助金といたしまして4,789万円を支出い

たしました。 

 社会教育費、郷土資料館費では、特別展狭山

藩北条氏戦国大名小田原北条五代の末裔展の費

用として397万円を支出いたしました。 

 社会教育費、市史編さん費では、行基資料集

の刊行費用として458万円を支出しました。 

 保健体育費、総合体育館管理費では、総合体

育館トイレ改修工事に9,483万円を支出いたし

ました。 

 学校給食施設管理費では、学校給食センター

の第１期改修工事に１億3,881万円を支出いた

しました。 

 右側のページに移りまして、民生費、児童福

祉費、児童福祉総務費では、民間保育園花梨つ

ばさ保育園の施設整備費補助金として１億

8,090万円を支出いたしました。 

 放課後児童健全育成事業費では、東放課後児

童会プレハブ教室建設工事に8,196万円を支出

いたしました。 

 以上、まことに簡単な説明ですが、報告とい

たします。 

なお、お手元にまちの報告書、このような

冊子ですけれども、まちの報告書をお配りして

おります。こちらの42ページ以降が教育委員会

関係となっておりますので、あわせてごらんい

ただければと思います。 

 以上です。 

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。 

 歳入歳出費の総額でいうと、26年から27年度

を比較すると、教育費がふえているということ

ですかね。 

 今まだ年度途中ですけれども、28年度は、空

調設置等もございましたので、今年度の予想で

はさらに教育費の総額がより増えるということ

はほぼ確定しているということで考えていいん

ですかね。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑 正

弘） 

 小学校整備費のところは大幅に少なくとも増

えてくるので、総額もかなり増えてまいります。 

教育長（長谷雄二） 

 数字が歩いているので、なかなか今見ていた

だいているまちの報告書では、いろいろご質問

いただけるかなとは思うんですが。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 まちの報告書というのは、一般市民は見るこ

とができるんですか。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑 正

弘） 

 一般の方にも希望者にはお配りをしているも
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のです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 図書館とか公民館とかに置いているんですか。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑 正

弘） 

 本庁の情報公開コーナーと図書館にも設置を

しております。 

教育長（長谷雄二） 

 ちょっとひとつだけ、私が、着任したのが27

年度でしたので、26年度と比較の資料というの

はきちんと精査していなかったのでお聞きしま

すが、市史編さん費、26年度、27年度で695万

の減ということなんですが、これって何か理由

わかりますか。 

 担当。 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 今ちょっと手元に資料がないので確認をした

いのですが、恐らく市史編さん事業のほう、ず

っと10年以上にわたってやってまいりましたけ

れども、終息に向かっておりまして、27年度に

市史ではなくて行基資料集という刊行物を刊行

いたしました。市史編さん委員会というのが常

置されておりましたけれども、そちらのほうも

もう解散いたしております。その関係で報償費、

その他印刷製本費とか、そこら辺の調査費とか、

そこら辺の増減が出ているのかと思われます。

お許しできましたら資料のほう、とりに行って

まいりたいと思うんですが、よろしいですか。 

教育長（長谷雄二） 

 今、お伺いしたところ、いわゆる市史編さん

について一応終息しているということなんです

が、すみません、私、去年でしたので、この市

史編さんの終息というのは、教育委員の先生方、

ご存じでしたか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 最後の冊子が終わっていると聞いています。

見せていただきました、最後の。 

教育長（長谷雄二） 

 ということは、完全終結ではないんですよね。

いや、申しわけない、私の教育長室の手元のと

ころに狭山市史があるんですけれども、号が飛

んでいるんですよ。全12巻としたら４巻飛んで

８巻しかないということで、予算上の関係なの

かどうかということで、今ちょっと担当部局に

もお聞きしているんですが、何かそういうくだ

りの委員会でお話し合いというのは。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今までそんな話はしていません。 

教育長（長谷雄二） 

 植田参事。 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 大阪狭山市史でございますが、当初は全15巻

で、発足当初は計画されておりました。ところ

が、本市の財政状況等で刊行計画が時折見直さ

れてまいりまして、全12巻になりまして、最終

的に全10巻かな、今現行出ております市史の冊

数で刊行終了という形になっております。その 

辺りで、結局、市史編さん委員会の中で本を例

えば考古編とか建築編といったような、それか

ら美術工芸とか、他市町村でそういう冊子がぼ

んとあったりするわけですが、当初はそういう

ふうにかなり細分化してあったものが、ぎゅっ

と合冊されて、ちょっとミニマムになった形で

刊行されたということで、残念ながら、今ご指

摘いただきましたとおり、号数のほうが飛び抜

けた状態で完了してしまったということだとい

うふうに、ちょっと私、担当じゃないんですけ

れども、そのように伺っております。 

教育長（長谷雄二） 

 ということは、教育長室にある、少し記憶が

あいまいになっていますが、１、２、３、５、

７、10というのは、紛失しているのではなくて、
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間の巻は財政状況に鑑みてやめているというこ

となんですかね。 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 当初、全15巻のときには全て、第１巻は何々

と、第２巻は何々という形で全てテーマは割り

振りで決まっておりました。それに沿って刊行

していったというところでありますが、途中で、

例えば美術工芸と考古は一緒にしようとかいう

形での、市史編さん委員会での決定を経て合冊

されていったという経過で、号数が整理される

ことなく飛び飛びになってしまったということ

で、終結をしているというふうに伺っておりま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 終結ということは、これで…… 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 刊行完了です。 

教育長（長谷雄二） 

 内容的には、次代に伝えることについては、

全て責任を、委員会としては果たしているとい

うことになるんでしょうか。 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 そうお考えいただいて大丈夫です。市史編さ

ん事業というのは、実は自治体によっては違う

んですけれども、例えば市長部局でそういう市

史編さん室とか編さんの部署を置いている場所

もあります。本市の場合は教育委員会に置かれ

たわけでございますが、これは通常のルーチン

な教育委員会、文化財保護などの業務とは違っ

て、どちらかというと市の自治体の寄って立つ

歴史を、正史を取りまとめるという側面がござ

います。 

 ですので、例えば昔、狭山町史を末永雅雄博

士が指導されながら編さんされましたように、

その自治体のとき折々の、例えば本市が今後、

歴史的な変換点を迎えるときに、もう一度しっ

かりと歴史をまとめておかなければならないと

いう時期が来た場合には、当然そういった委員

会を立ち上げてもう一度まとめ直すということ

があるかもしれません。 

 だから、絶対ないとは言えないんですけれど

も、今のところ、本市の状況を鑑みますと、こ

れで一応この事業に関しては完了、ただし、市

内の歴史資料というのがまだまだ本に載ってい

ない分がたくさんあるということで、そこら辺

の調査をして、データベース化をしたいという

ことで、しっかりと次世代に受け継いでいかな

ければならない事業が残っているというふうに

市史編さん担当から報告が上がっております。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。 

 瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 私の理解でいくと、結局、あるまとまった時

期で何か記念日とか記念年となったときに、そ

れまでのものを一度総括してまとめようかとい

うところで編さん室みたいな委員会ができるん

ですか。そのときにまたその委員会のほうでい

ろんな史料を集めていくというふうなことなん

ですね。 

教育長（長谷雄二） 

 担当。 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 自治体のアニバーサリーのような感じで、記

念すべきときというのは、実はそれはまた別の

関係の本が、教育委員会部局ではない部局で、

出るのかなと思います。市史、町史といったも

のは、はっきり言ってしまいますと、例えば本

市が合併したりとか、かなり大がかりな改変を

受けて、例えば町のよって立つ枠組みが変わっ
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たりとか、そういったときにもう一度まとめ直

そうということ、だから、町のときに出して、

市になってからちょっと時間たちましたけれど

も出そうということで事業が行われたというふ

うに伺っております。 

教育委員（瀬川武美） 

 例えばそういうアニバーサリーの時期が来る

までの間の資料を収集していくというふうなチ

ームというか、部署はないわけですか。 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 市町村によってはかなり異なってまいります

が、ただ、本市の場合はご存じのとおり、史跡

狭山池にかかわる例えば田中家文書であります

とか、壺井家文書、そういったような非常に近

世資料が豊富な場所でございまして、その辺り

も、しっかりと実は本の中に収録はしておりま

すけれども、まだかなり分量がございます。例

えば、今年度、狭山池博物館のほうで本市教育

委員会が展示を行います末永雅雄博士が収集し

た文書に、この辺りも中世文書とか近世文書、

たくさんございますけれども、こういったもの

がまだまだオールスターで出てきた市史の中以

外にも結構ございまして、この辺りもしっかり

と調査研究を継続的に進めていかなければなら

ない仕事量が本市の場合はあるということで、

市史が全て刊行した現状も、市史編さん費とい

う枠組みの中で仕事を継続して調査研究を進め

ておるという現状でございます。 

教育委員（瀬川武美） 

 わかりました。 

 要するに、史料集めというか、そういうもの

はずっとやっているけれども、委員会として立

ち上げるのはアニバーサリーのときだというこ

とだと思うんですね、解釈として。 

教育長（長谷雄二） 

 阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 巻の番号が飛んでいるということで、今の説

明でわかったんですけれども、今後、製本され

たものを見て教育長のような疑問がずっと続く

んじゃないかと。その都度、今のような説明を

するということになるんですかね。あるいはそ

の本を読めばわかるんですか、中身を見ていな

いのでわからないんですけれども。番号が飛ん

でいる理由が、恐らく皆さん、単純に疑問を今

後持たれると思うんですけどね。その都度、今

のような―、編さん委員会で判断すべきだ

ったのかどうかわかりませんけれども、そうい

うことになってしまったのかと思うんですけれ

ども、今後もずっと残るものですから、その疑

問はついて回ると思います。 

教育長（長谷雄二） 

 この件について、ちょっと担当課長と参事が

いないので、また次回、お聞きしたいと思いま

す。私の認識では、全て読み切ってはいないん

ですけれども、いわゆる町史、市史という部分

の解釈の仕方で、狭山町史は３巻なんですよ。

よく勘違いされるのが、市史というと大阪狭山

市になってこういうことがあったというもの、

そういう市史というんじゃなくて、例えば各小

学校で創立50周年といったら、その50年間のそ

の学校の推移、市史というものの捉え方でいえ

ば、黎明期というか、狭山の地というのが曙の

時代というとあれですけれども、さかのぼって

連綿と歴史的なことを踏まえてこういうふうに

なったというのを伝えることが教育委員会とし

て後世に伝えることも一つの大きな役割だと思

います。この点でいえば、完結したようなもの

とは到底思えない内容だったので、そこの部分、

ちょっともう一度確認を、次回とりたいと思い

ます。単に号が抜けているのであれば、でも完

結しておるのであれば製本の段階で変えたらい

いわけで、番号を。でもないのかどうか、ちょ
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っとすみません、私のほうから課題提起してま

とまりにくいことになりました。 

 といいますのも、決算でこういう形になって

いるので、もし足らざるものを今後充実すると

いうようなご意見になれば、来年度の予算編成

に向けても反映していきたいなと、要は市史編

さんについて、もう終わったということでなく

て、必要があれば来年は市制30周年もございま

すので、もちろん、お金については財政をきち

んと踏まえながら、今後どういう方向で市史編

さんのほうをつなげていけるのかどうかという

のは、私なりに次回の教育委員会のほうでもご

提案させていただけたらなとは思いますので。 

 すみません、ちょっとお時間とりました。 

 あと、一般会計決算について。特に担当のほ

うのつけ加えもなければ、これでよろしいでし

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22号、平成27年度（2015年

度）大阪狭山市一般会計決算（教育委員会関

係）については承認されました。 

 それでは最後になります。 

 続きまして、日程第４、報告第23号、教育委

員会事務局職員の管理職人事についてを議題と

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） 

 報告第23号、教育委員会事務局職員の管理職

人事について報告をいたします。 

 資料は10ページ、11ページでございます。 

 11ページに掲載しておりますとおり、この平

成28年10月１日付の人事異動で総務部情報統計

グループ参事の上野雅則が、こども政策部子育

て支援グループ参事として異動転入をしてまい

ります。 

 報告は以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの人事案件について、ご質問、ご意

見、ございませんでしょうか。 

 それでは、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23号、教育委員会事務局職

員の管理職人事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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