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教育部長（竹谷好弘） 

 改めまして、皆さん、おはようございます。 

 それでは、11月教育委員会定例会ということ

で始めさせていただきます。 

 教育長のほうで進行のほうお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、改めまして、おはようございます。 

 それでは、ただいまより平成28年第11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、本会議は成立いたします。 

 なお、本日の会議録の署名委員は、会議規則

第20条第２項の規定に基づき、長瀬委員、田川

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、10月20日、

職員採用等審査委員会に出席いたしました。 

 10月22日、市内の幼稚園・こども園の運動会

に参加いたしました。 

 10月27日、平成28年度近畿都市教育長協議会

研究協議会に参加いたしました。 

 11月３日文化の日、大阪狭山市教育委員会文

化教育功労者表彰式に私と山崎教育長職務代理

者のほうが列席いたしました。 

 11月12日土曜日、第29回国際平和ポスターコ

ンテスト表彰式に出席いたしました。 

 11月19日、ため池フォーラムのほうに、私及

び山崎教育長職務代理者のほう２人参加いたし

ました。 

 主な報告につきましては以上でございます。 

 ただいまの私の報告につきまして、委員の皆

様、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい。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25号、大阪狭山市放課後児童会条例の一部を

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。 

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、報告第25号、大阪狭山市放課後児

童会条例の一部を改正する条例についてご説明

申し上げます。 

 お手持ちの資料、下のほうに番号１と書いて

あるところをごらんください。 

 まず、条例改正の理由でございますが、放課

後児童会の負担金につきましては、本市と放課

後児童会入会児童の保護者との契約行為に基づ

くものであるということから、私債権として取

り扱ってまいりました。 

 しかしながら、本条例中の文言について私債

権としての取り扱いにより整合したものとする

ため、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、条例改正の内容でございますが、３ペ

ージの新旧対照表をごらんください。 

 まず、第４条の見出しの部分でございますが、

括弧の中「入会の申請及び許可」を「入会の申

し込み及び承認」に、同じく第４条中の文言で

「市長に申請し、その許可を受けなければなら

ない」を「市長に申し込み、その承認を受けな

ければならない」と改正するものでございます。 

 次に、第５条の見出しの部分でございますが、

「入会の不許可」を「入会の不承認」に改め、

同条中の「入会を許可せず」を「入会を承認せ

ず」に、同じく「許可を取り消す」を「承認を

取り消す」にそれぞれ改正するものでございま

す。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行することといたしております。 

 以上、簡単な説明ではございますが、よろし

くご審議いただき、ご承認いただきますようお

願いいたします。 

 以上でございます。 



－2－ 

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。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 「許可」から「承認」、「申請」から「申し

込み」とあまり変わらないと思うんですけれど

も。 

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） 

 そうですね、はい。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ほかの条例との整合性ですか。それとも先ほ

ど、いわゆる市長部局が主体であるということ

での言葉の変更でしょうか。 

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） 

 例えば今まででしたら市税関係、市民税なり、

それから国民健康保険という形のところを一つ

事例として申し上げますと、公法上の原因によ

って生じる公債権と呼ばれる形のものになって

おります。 

 ただ、こちらの放課後児童会の負担金という

のは、水道局の水道料金のように私法上の原因

によって生じる債権という形を想定しておりま

して、それによって保護者と市とが合意によっ

て行うことですよということで、今回私債権と

して扱うため、このような文言に訂正させてい

ただくということでございます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。ほか委員の方、どうで

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１、報告第25号、大阪狭山市放課後児

童会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２、報告第26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。 

 各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） 

 補正予算につきましては、グループごとに説

明させていただきます。 

 まず、子育て支援グループですが、資料の最

後の６ページのほうをごらんください。 

 債務負担行為の補正から説明させていただき

ます。 

 （仮称）第２子育て支援センター新設工事実

施設計業務委託事業としまして、期間を平成28

年度から平成29年度まで、限度額を2,300万円

で設定いたします。新設いたします第２子育て

支援センターの設計につきましては、平成28年

度当初予算で予定していました子育て支援拠点

の設計に加えまして、中学生を初めとする幅広

い世代の活用できる施設としまして、基本設計

をプロポーザル形式で選定いたしまして、現在

業務を進めています。その基本設計をもとに、

これから実施設計に移るわけですが、設計規模

の大きくなっていることと建築確認などの申請

業務なども含めまして６か月程度期間を要しま

す。そのことから、平成28年度から29年度まで

の２か年にわたる契約となりますので、債務負

担行為といたしまして今回補正いたします。 

 それに伴いまして、戻りますが、５ページの

今年度の民生費、児童福祉費、子育て支援セン

ター費の子育て支援センター整備事業につきま

して、子育て支援センター新設工事設計業務委

託料ですが、1,360万8,000円のマイナス補正を

いたします。今年度につきましては、先ほど申
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しました基本設計のみの支払いとなりますので、

マイナス補正をいたします。 

 お配りしています設計図書のほうにつきまし

ては、基本設計の途中経過としましてグループ

報告でさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 続いて、松本次長、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） 

 失礼します。保育・教育グループからは、２

点説明させていただきます。 

 まず１点目は、同じ５ページのほうですが、

（仮称）狭山西こども園用地拡張事業について

です。 

 業務委託料としまして596万4,000円、鑑定業

務委託料としまして108万円、合計704万4,000

円の補正をさせていただきます。 

 内容といたしましては、西幼稚園が平成29年

度末で廃園となりまして、民間の幼保連携認定

こども園のほうに移行することになります。こ

れに伴いまして、認定こども園になりますと、

定員のほうも拡充となりますし、それと、今現

在駐車場もありませんので、用地を拡張する必

要があります。別添で地図をつけさせていただ

いておりますのでご覧ください。西幼稚園の園

庭の裏手になります。今現在畑になっていると

ころですが、こちらを購入したいというふうに

思っております。面積としましては、1,696㎡

というふうに書かせていただいているんですが、

実測と異なるところがありますので、それに伴

う測量の設計業務、また用地の鑑定業務の委託

料ということになります。 

 次に、債務負担の６ページをごらんください。 

 市立幼稚園ほかトイレ等改修事業につきまし

ては、期間は平成28年度から29年度まで予定し

ております。限度額を２億5,310万円に設定し

ております。 

 これにつきましては、廃園となります西幼稚

園、南第二幼稚園以外で、継続する幼稚園のト

イレの改修とエアコンの設置についての工事と

なります。現在幼稚園のほうにつきましては、

トイレのほうが和式のまま残っているところも

ありますので、これを全部洋式に変えていきた

いというふうに思っております。また、床のほ

うは湿式から乾式に変えていきたいと考えてお

ります。それと、エアコンにつきましては、現

在保育室にはエアコンがございません。遊戯室

のみエアコンということになっておりますので、

全保育室にエアコンを設置することと、遊戯室

のエアコンも老朽化しておりますので、こちら

も改修をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、以上でしょうか。そうしたら、ただい

ま各担当から説明がございました。 

 委員の皆様、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 子育て支援センターですけれども、５ページ

の補正後の648万円になったと。いわゆる本年

度は基本設計のみということですね。この債務

負担行為補正の2,300万円について、これは、

2,300万円から648万円を引いたら29年度の余裕

予算になるということでしょうか。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 平成28年度は、もともと当初で基本設計と実

施を合わせて2,088万8,000円で当初、予算を確

保しておりましたが、それはもともとの子育て

支援センター拠点部分の実施設計と基本設計と

いう予定で確保していました。中学生を初めと

する幅広い世代が活用できる施設ということで

２階建てにもなりましたので、実施設計も基本

設計も膨らんでおります。いうなれば、2088万
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円から先ほどの基本設計部分と今回の補正部分

を足した分が膨らんでいる部分ということにな

ります。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 なるほど。2,300万と648万円を足して、基本

設計と実施設計との合計ということですね。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 そういうことです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 それだけ２階のところにさまざまな、多様な

施設を設ける予定であるということですね。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 そうです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 わかりました。 

教育委員（長瀬美子） 

 先日東幼稚園に行かせていただいたときも少

しお聞きしたんですけれども、３歳児から始ま

るということで４月に間に合わせる形での工期

は難しいと聞いたと思うんでけれども、これは

29年度までかけて３歳児も含めてトイレの改修

をしていくということなのかということと、家

庭生活ではほとんど洋式のトイレなので、そち

らへ改修していくなかで、練習のために和式の

ものも残していくのかどうかといったことにつ

いて少しお話し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） 

 まず、期間につきましては29年３月、春休み

ぐらいから着工していきたいと思っております。 

工期につきましては、一応29年、夏休みの終わ

りぐらいまでということで考えております。 

 ３歳児が入ってくるということで、今家庭で

はほとんど和式がないと思いますので、３歳児

は今も試行事業をやっていますが、なかなか和

式トイレでは難しい状況もあります。ですので、

全部を洋式に変えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 空調設備については夏までに間に合えばと思

っています。今年、教育部でも小学校のエアコ

ン設置については、そのスケジュールでうまく

いったと思います。先ほどの長瀬委員のお話に

あったトイレについては、とりあえず４月から

３歳児も入るので、洋式の完全設置については

４月までには難しい状況ですか。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 そうですね。２週間程度しかありませんので、

それではちょっと難しいかなということです。

保育をしながら４月に入ってからの工期という

ことになりますので、うるさい音の出る工事に

ついては、保育の時間帯を避けて、やっていた

だけたらということで設計業者と調整を進めて

いるところです。 

教育長（長谷雄二） 

 工期についてはできるだけ早く設置できるよ

うにということで、受注者が決まるのはこれか

らですね。 

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、はい。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 今、実施設計をやっている途中です。設計業

者さんからは、子どもが居ながら施工すること

がなかなか難しくて、我々はできれば、春休み

中に一部でもと思っているんですけれども、な

かなか難しいところがあります。 

 保育室と保育室の間にトイレがあったりして、

そこを閉鎖しながらの施工も難しいということ

です。例えば東幼稚園で空いている部屋があっ

たとしても、そこのトイレを使うには保育室を

通っていかないといけないというような難しさ

もあるようなので、個別に状況を見ながら、着



－5－ 

手できるところがあれば春休み中にということ

で考えています。 

 エアコンにつきましても、できたら暑くなる

前につけてあげられればなと思っています。詳

細はこれから詰めていきたいと考えております。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。ほかどうでしょうか。 

 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２、報告第26

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。 

 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。 
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