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教育長（長谷雄二） 

 ただいまより平成29年度第２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、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、阪本委員、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、１月27日、

南河内地区市町村教育長人事協議会並びに南河

内地区市町村教育長連絡協議会に参加いたしま

した。 

 ２月５日、第60回南大阪駅伝競走大会、本大

会は、大阪狭山市が当番市ということで、大会

会長として出席いたしました。 

 ２月14日、平成28年度大阪狭山市学校給食会

理事会に出席いたしました。 

 ２月16日、南河内地区市町村教育長人事協議

会及び南河内地区市町村教育長連絡協議会に出

席いたしました。 

 最後に、２月20日月曜日、大阪府教育長及び

主管部長会議に出席いたしました。 

 主な報告については以上でございます。 

 委員の皆様、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

 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１号、大阪狭山市教育委員会事務局組織規則

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。 

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１号、大阪狭山市教育委員

会事務局組織規則の一部を改正する規則につい

て、説明をいたします。 

 この規則改正は、教育委員会事務局に新たに

副理事の役職を設置できるように改正するもの

でございます。 

 現在、部長級には理事が、それから、課長級

には参事がというように、それぞれの職階に特

定の事務を担当する役職を設置しておりますけ

れども、次長級につきましては、そのような職

階が現在ございません。今後、多様化する事務

の内容に柔軟に対応できますように、次長級に

も副理事を設置し、対応できるように改正する

ものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明とさせて

いただきます。 

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。 

 よろしいでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 以前、何年か前には、こういう役職の方が、

いませんでしたか。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑正

弘） 

 以前、副理事という役職もありましたけれど

も、その後の改正で廃止をしているような経緯

はございます。 

教育長（長谷雄二） 

 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

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、ご異議なしと認めます。 

 日程第１、議案第１号、大阪狭山市教育委員

会事務局組織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２、議案第２号、大阪狭
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山市立小学校及び中学校の管理運営規則の一部

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２号、大阪狭山市立小学校及び中学校

の管理運営規則の一部を改正する規則について

ご説明いたします。 

 既に、12月、１月の定例の教育委員会議でご

審議、ご意見をいただき、それをもとにまとめ

たものでございます。 

 お手元の議案書４ページ、５ページをごらん

ください。 

 ５ページでございますが、大阪狭山市立小学

校及び中学校の管理運営規則、昭和32年大阪狭

山市教育委員会規則第12号の一部を次のように

改正いたします。 

 別表、休業日中の部、夏季休業日の款、小学

校の項中、「８月31日」を「８月27日」に改め

る。そして、附則といたしまして、この規則は

平成29年４月１日から施行するとしたいと思い

ます。 

 これによって、小学校の夏季休業日を短縮、

そして、授業時数の確保に努めたいと存じます。 

 なお、６ページに新旧対照表を掲示しており

ますので、ご参照ください。 

 以上、非常に簡単な説明ではございますが、

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） 

 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。 

 この議案につきましては、前回議論していた

だいたということの整理の中で、議決案件で提

案させていただいております。 

 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２号、大阪狭山市立小学校

及び中学校の管理運営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２号、大阪狭

山市附属機関設置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。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 失礼いたします。 

 報告第２号、大阪狭山市附属機関設置条例の

一部を改正する条例につきまして、提案趣旨及

び改正内容をご説明いたします。 

 本市におきましては、今年度から３カ年をか

けまして、大阪狭山市歴史文化基本構想を策定

するため、現在、各種調査、研究を実施してい

るところでございます。この構想を策定するに

当たりまして、教育委員会の附属機関としまし

て、大阪狭山市歴史文化基本構想策定委員会を

設置し、本市の歴史や文化に精通されておられ

ます先生方に、この構想の内容を審議していた

だくため、所要の改正を行うものでございます。 

 また、あわせまして、この委員会の委員報酬

を定める必要があるため、報酬並びに費用弁償

支給条例におきましても、所要の改正を行うも

のでございます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明いた

します。 

 議案書の９ページをお願いいたします。 

 第２条第１項第２号につきましては、先ほど

申し上げました教育委員会の附属機関としまし

て、大阪狭山市歴史文化基本構想策定委員会を

新たに追加するものでございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 附則におきまして、この条例は、平成29年４
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月１日から施行することとしております。 

 また、附則第２項におきまして、大阪狭山市

歴史文化基本構想策定委員会の委員の報酬額を

定めるため、報酬並びに費用弁償支給条例の一

部を改正するものでございます。 

 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、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問お

願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見、ご質問等はないようです

ので、本案を原案のとおりに承認することにご

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２号、大阪狭山市附属機関

設置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４、報告第３号、平成29

年度大阪狭山市保育教育指針についてを議題と

いたします。 

 担当に説明を求めます。 

教育部理事（田中典子） 

 お手元のほうに別に配らせていただいており

ます平成29年度大阪狭山市保育教育指針と、そ

れから平成28年度の、これは白黒刷りになって

おりますけれども、今年度の保育教育指針をご

らんいただきたいと思います。 

 カラー刷りのもので、説明させていただきま

す。 

 アンダーラインを引いている部分に、先日、

大阪府教育庁から、平成29年度の指導助言事項

についての説明、ならびに平成28年12月21日に、

中教審の答申が発表された、その内容を踏まえ

たものを加えさせていただいております。その

アクティブ・ラーニングを中心とした学力の向

上ということで、当初その言葉がすごく盛り込

まれていたのですが、今は「主体的、対話的で

深い学び」という言葉に置きかわってきており

ますので、そのようなことの実現ということと、

その２つ目のところでは、貧困対策というイメ

ージがすごくたくさん出てきておりますので、

家庭の状況等を踏まえた一人一人への丁寧な指

導ということで、学力の向上については、方向

を持つべきではないかということで入れさせて

いただきました。 

 続いて、心の力の向上につきましては、道徳

の教科化については、考え、議論する道徳とい

う言葉が盛り込まれてきましたので、そのよう

なことを踏まえた授業づくりということで、入

れさせていただいております。 

 次に、体力の向上につきましては、2020年の

東京オリンピック・パラリンピックについての

色彩が濃くなった要領の改定になっております

ことを踏まえまして、体育活動の活性化やスポ

ーツに親しむ、機会をふやす取り組みによる運

動習慣の育成という形で、言葉を変えておりま

す。 

 学校力の向上につきましては、このような３

つの力を育てるために、学校としての取り組み

の重点ということで、１つ目のところも、子ど

も理解に基づく保育や教育の提供ということで、

これにつきましては、障害者理解推進法の改定

や、それから家庭の背景を踏まえた貧困対策の

ことも盛り込んで、子ども理解という言葉をつ

けさせていただいております。 

 それと、３つ目ですけれども、今回の授業時

数の確保も審議していただいたところですけれ

ども、英語の授業が小学校のほうでふえてくる

ということで、総授業時数の組み合わせ方や、

それから教科も、教科ごとの区切りばかりに意
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識をとらわれるのではなくて、総合的に教科を

越えた指導ということも入ってきております。 

 そのような意味で、学校または市教委が、狙

いを明確にしたカリキュラムマネジメントとい

うことが強く求められておりまして、そういう

言葉を入れておりませんが、狙いを明確にした

カリキュラムの編成という形で入れております。 

 学校力を高めるために、次期の学習指導要領

の方向性を踏まえた、そのような文言を入れさ

せていただいた上で、この改定がスムーズに学

校現場におりていくようにという趣旨を入れて

おります。 

 下の階段のところですけれども、教育長も当

初から、幼稚園と小学校・中学校のつながり、

切れ目のないそういう指導ということをもっと

強く打ち出していくべきというお考えもありま

したので、そのあたりで保育所・幼稚園・こど

も園では、幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿、これは小学校と幼稚園・保育所・こども園

のほうとの連携が特に大切になってきますが、

そのあたりを意識してということで、これは次

期学習指導要領の中教審答申でもうたわれてい

る言葉です。それを明確にした上で、今度は入

学時の小学校の段階ではスタートカリキュラム、

これは生活科を中心に、幼稚園での学びを続け

た形で一層充実させるということや、あと小学

校・中学校との接続で、専科指導等の、これ英

語や道徳もそうですけれども、滑らかな接続と

いうことで、指導体制の工夫が必要かと思いま

す。 

 さらに中学校では、義務教育の終了をどんな

形で資質、能力等を目指すかということを明確

にせよということで、小中学校の９年間一貫し

た指導ということで、小中連携では、さまざま

な形で進んでおりますし、保幼小中の取り組み

も、授業を通して今までやってきましたことを

さらに意識をして、発達の段階や子どもの学習

課題等に応じた学びが、ずっと続けた形で継続

していくような形のイメージの図に、ここの部

分はつけ加えております。あくまでもこれは、

すぐに今年度の目標にするのではなくて、次期

学習指導要領の導入に向けて、各学校がこのよ

うな意識を持って、さまざまな取り組みを試行

していただく、そういう時期になると思います

ので、このような指針を案として提案させてい

ただきます。 

 よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 今、理事のほうから説明がございました。 

 ちょっと今、一読していただこうかなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 どうでしょうか。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 では、３点お願いします。 

 要望というか、特に幼稚園・保育所・こども

園に関しては１年間かけての周知徹底、即、幼

稚園教育要領の実施ですので、それにかかわっ

てなんですが、１つは、幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿が10提示されますので、どうし

ても、それはとても大事なことですし、実際に

幼稚園でも大事にしていることなんですけれど

も、それをできた、できないで評価をしないと

いうことを徹底してほしいと思います。もちろ

ん育ちを捉える目安ですので、しっかり見てい

ただいて、こういう姿をもっと育てていこうと

いうふうに、ねらいや願いはしっかり持ってい

ただきたいんですけれども、個人を評価する観

点にして、できた、できないにしないというこ

とを徹底していただきたいと思います。もちろ

ん育てるということが大事なので、できた、で

きないを評価にしないということが１つです。 

 それから、また必要でしたらかかわらせてい

ただくので、他の自治体でもその10の姿をどん
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な姿として捉えて、どんな保育内容にしていく

かという研究も少し始まってきているので、必

要でしたら、また、そのことを何年かかけて、

就学までにどういう姿の子どもたちを狭山の子

どもとして育てるかを、幼稚園・保育所・こど

も園と協力して、していただければいいなと思

います。これが２つ目です。 

 それと、説明の中にも既にあったので、文言

に入るか、入らないかではないとは思うんです

が、やはり小中９年間というのは、本当に義務

教育として重要なんですけれども、ここまでき

ちんと出すのであれば、もう12年間という形で

きちんと出してもいいんじゃないか。狭山でも

３歳児の幼稚園教育も始まることですし、学校

教育12年間かけて、子どもたちをきちっとステ

ップを踏んだ形で育てていく。この下に書いて

あるとおりなんです。発達の段階や子どもの学

習課題に応じて学びが充実していくというとお

りなんですけれども、ただそれはきちんと12年

間責任を持って、教育委員会を中心に、子ども

たちがどんな就学前に教育・保育形態を受けた

としても、見直しをした上で、きちんと小学校

につなげ、中学校につなげ、そして、中学校で

きちんとした進路保障をして、人格形成につな

げていくという、12年間、15年間とうたってい

る市もあるので、少し言葉に入れるかどうかは

別として、保育所・幼稚園・こども園・小学

校・中学校の12年間というつもりで取り組んで

いただけると、よりよいのではないかというこ

とで、これから周知徹底していく期間に、ぜひ

そういう意識化もあわせてしていただければな

と思っています。 

 最後ですけれども、先ほど説明にもありまし

たが、各教科で学力をきちんとつけるというの

はもちろんですけれども、そこを越えて相互的

な思考力、能力をつけていくという意味では、

時間数こそ減りましたけれども、やはり総合的

な学習の時間をどんなふうに大切にして、そこ

に教科での学びと総合的な学力をつけていくか

ということを、各教科にただ縦割りにせずに、

きちんとまたがった形でカリキュラムを考えて、

そこにもきちんと教員が努力して、力を注いで

いただけるように、これまで以上に、そちらも

視点にして教育をしていただけるといいのでは

ないかというふうに思います。これ自体はとて

もいいと思いますので、それを先生方が共有し

て、それぞれの部署で、それぞれの学校課程で

努力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） 

 ありがとうございます。 

 ４つご意見、ご提案いただいたと思います。 

 子どもに対する評価等については、保育教育

指針の説明会がまた４月に、各校園長を集めて

の折に、その趣旨については十分こちらから伝

達させていただくと。 

 ３つ目のいわゆる学びの連続性という、12年

間というのは、できれば…… 

教育部理事（田中典子） 

 入れます。 

教育長（長谷雄二） 

 入れていただけたらなと、検討をしてくださ

い。 

教育部理事（田中典子） 

 下の矢印のところに入れたいなと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 そうですね。それと、総合的な学習も大事で

あるという部分、これもまた指針の説明のとき

に入れていただけたらと思います。 

 ほか。 

 田川委員、保護者の立場で。 

教育委員（田川宜子） 

 今、本当に保育所・幼稚園・小学校・中学校

と続けて連携で、小学校へ上がっていったらど
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うか、中学校へ上がっていったらどうかという

のをやってくださっているので、すごくこれは

ありがたいなと思っています。 

 さっきも長瀬委員さんがおっしゃっていたん

ですけれども、幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿を明確にいうことも、こうであるという

のがあって、その子はその個々の育ちも、そこ

までがその子の姿だなという、そういう捉え方

でいってほしい。こういう姿が絶対に幼稚園卒

園時の姿でなければならないということだけは

なかったらいいなと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 あと先生方、委員、よろしいか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 次期学習指導要領の案が先般、出されました

ので、それを踏まえて私もアクティブ・ラーニ

ングという言葉がどうなるんかなというのが、

非常に関心持っておったんですけれども、それ

が主体的、対話的な深い学びという、いわゆる

日本語に変えていただいたのでよかったかなと

思います。 

 ただ、現場では狭山の小中学校では、アクテ

ィブ・ラーニング的な授業がどんどん進んでい

るので、その辺は言葉が変わろうが、ちゃんと

現場で進められていると思いますので、楽しみ

にしています。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 取り組みの重点の一番下にも書いていただい

ているんですけれども、「調査の結果分析に基

づく狙いを明確にしたカリキュラムの編成」と

いうことで、非常にすばらしい理念、概念だと

思いますので、これをぜひ実行していただきた

いと思います。いわゆるＰＤＣＡですよね。そ

ういったことを十分意識して、ある程度進捗状

況とか、目標値とかがうまく達成しているのか、

そういうような分析をぜひお願いしたいと思い

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 いろいろ各委員から貴重なご意見をいただき

ました。それを踏まえて次年度、平成29年度教

育指針の説明会のほうも滞りなく、やっていき

たいと、事務局では考えております。 

 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承認す

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、ご異議なしと認めます。 

 日程第４、報告第３号、平成29年度大阪狭山

市保育教育指針については承認されました。 

 続きまして、日程第５、報告第４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、報告第４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）について説明をいたします。 

 資料は13ページから16ページまででございま

す。 

 今回、年度末ということで、対象範囲が多岐

にわたります。 

 表の一番右端に備考欄を設けておりまして、

そちらに丸数字を付番しております。この番号

が、16ページの事業名一覧と連動をしておりま

すので、この番号に基づいて、順に説明をして

まいります。 

 まず、①番、事業名では東放課後児童会プレ



－7－ 

ハブ教室建設工事としております。予算名では

15ページの歳出のところにございます子ども・

子育て支援整備交付金国庫補助金超過交付返還

金、その下の府補助金超過交付返還金でござい

ます。 

 こちらにつきましては、平成27年度に建設を

いたしました東放課後児童会にかかります交付

金の一部に、補助対象外経費が含まれていたと

いうことで、年度が変わりまして、今年度にそ

の対象外経費の部分、国庫補助金のほうで251

万6,000円、府費のほうで同額の251万6,000円

ずつを還付するための予算として、歳出のほう

から計上をさせていただいているものでござい

ます。 

 続きまして、②、事業名は第七放課後児童会

プレハブ建設工事でございます。 

 まず、歳入のほうでは、名称で子ども・子育

て支援整備交付金、これも国費と府費とそれぞ

れございます。 

 まず一つは、補助率が変更になっております。

国費のほう、補助対象経費の３分の１で予算計

上しておりましたけれども、交付決定額は、補

助対象経費の３分の２いただけることになりま

したので、当初予定しておりましたものの倍の

額で補正をさせていただいております。 

 一方府費のほうは、国費の補助率が上がった

関係で、３分の１の補助率だったものが６分の

１に減額をされております。その関係で、約半

分の交付決定額に変更のほうをしております。 

 支出のほうにつきましては、こちらは実際の

工事にかかった費用で、落札減が出ております

ので、財源調整の目的で、それぞれに減額補正

をしているものです。 

 続きまして、③子ども・子育て支援交付金に

つきましては、これは歳入のほうだけですけれ

ども、それぞれ事業実績に応じて交付決定額が

変更になっておりますので、こちらのほうは、

国費、府費それぞれに増減額で補正のほうをさ

せていただいております。 

 続きまして、④番、新子育て支援交付金、こ

ちらのほう、16ページの担当グループのほうを

保育・教育グループと記載をしておりますけれ

ども、子育て支援グループの誤りですので、訂

正のほうをお願いします。 

 内容は③の説明と重複しますが、それぞれ事

業実績に応じて増減がありましたので、そちら

のほうで、補正で調整をさせていただいている

というものです。 

 主な内容としましては、発達障害療育等支援

事業、それから、子どもの貧困対策事業、それ

から、産後ケアセンター等活用事業、それから、

放課後児童クラブ整備加速化事業が、その補助

金の内容になっております。 

 それから、⑤番は東小学校他空調機設置工事

でございます。 

 予算のほうでは、15ページの工事請負費等の

ところで、東小学校等空調機設置工事を計上さ

せていただいておりますけれども、こちらのほ

うも、それぞれ工事事業実績に応じて、落札減

分を減額補正させていただいているものです。 

 続きまして、⑥、事業名は第七小学校の大規

模改造工事でございます。 

 こちらのほうも、歳出のほうで工事落札減が

ございましたので、その分を財源調整の目的で

減額補正をしております。 

 続きまして、⑦第七小学校大規模改造（屋内

運動場）工事でございます。 

 こちらは、当初、平成29年度の当初予算で予

算計上をする予定をしておりましたけれども、

国の二次補正予算が成立した関係で、28年度の

事業に前倒しをして、予算措置をするものでご

ざいます。歳出のほうでは、屋内運動場ですけ

れども、要は体育館ですけれども、こちらの大

規模改造工事の費用といたしまして、工事監理
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業務委託料として719万円、それから、工事費

として２億70万9,000円、それぞれ計上させて

いただいているものです。 

 なお、実際の工事につきましては、平成29年

度の夏休み期間中に実施をいたしますので、28

年度で一旦補正をいたしますけれども、翌年度

に繰り越しての予算執行ということになります。 

 続きまして、⑧南中学校給食用エレベーター

改修工事ですけれども、これも⑦で説明いたし

ました第七小学校の大規模改造（屋内運動場）

工事と同様に、国の二次補正が成立した関係で、

前倒しの予算措置ということにしております。 

 こちらも実際の工事につきましては、平成29

年の夏休みに実施をするものでございます。 

 以上、簡単な説明ですけれども、説明といた

します。よろしくご審議くださいますようお願

いします。 

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。 

 特にご意見、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４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。 

 続きまして、日程第６、報告第５号、平成29

年度（2017年度）大阪狭山市一般会計予算（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、報告第５号、平成29年度（2017年

度）一般会計予算（教育委員会関係）について

説明をいたします。 

 資料は17ページから29ページまででございま

す。 

 18ページから、平成29年度の主な予算事業名

を説明で列記しております。こちらのほうを順

番に説明をいたします。 

 まず、18ページ一番上ですけれども、１つ目、

学校図書館図書整備事業でございます。 

 こちらのほうは、平成28年度まで５カ年計画

で実施してまいりました学校図書館の図書の購

入費用として計上してきたものですけれども、

一旦28年度で終了いたしましたが、引き続き蔵

書率アップあるいは質の充実を図るために、29

年度も継続して500万円の計上をしておるもの

でございます。 

 続きまして、英語教育支援事業でございます。 

 生徒の読む・聞く・書く・話すの４技能の向

上を図るため、市内の中学校３校全てに１名ず

つのＡＬＴを配置するとともに、中学生全員に

実施しているスコア型英語能力判定テストにス

ピーキングテスト検定を加えるなど、グローバ

ル化に対応できる英語教育の充実を図るための

ものでございます。 

 続きまして、ＩＣＴ活用推進事業として822

万円の計上でございます。 

 こちらにつきましては、各小中学校に大型テ

レビモニターであるとか、タブレット端末が、

まだ十分に整備が行き届いておりませんので、

そちらを充実させるための費用として計上をし

ておるものでございます。 

 それから右のページ、19ページに移りまして、

ふるさと狭山再発見事業といたしまして63万

8,000円を計上しております。 

 こちらにつきましては、防災教育の講演会を

予定しておりまして、日本の防災研究の第一人

者であります群馬大学の片田敏孝先生をお招き

いたしまして、９月13日に狭山の中学１年生を

対象にいたしまして、ＳＡＹＡＫＡホールでの
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講演会を予定しております。そちらに充てる予

算として計上しておるものでございます。 

 続きまして、給食センター施設改修事業でご

ざいます。 

 こちらにつきましては、本年度、平成28年度

に当初改修工事の予定をしておりました給食セ

ンターですが、入札が不調になりましたので、

仕切り直しといいますか、平成29年度に工事を

実施するための予算でございます。 

 続きまして、放課後児童会施設整備事業費と

しまして予算計上しております。 

 平成29年度につきましては、北放課後児童会

が、もう学校の教室では手狭になってきている

という関係で、これまで第七小学校あるいは東

小学校で実施してきたことと同様に、運動場の

一部にプレハブ教室を建設することを主な事業

内容としております。 

 ページをめくっていただいて、20ページでご

ざいます。 

 一番上、ラジオ体操会事業としまして38万

5,000円を計上しております。 

 これは、毎年夏休み期間中に、ＮＨＫのほう

が、いわゆるラジオでやりますラジオ体操であ

りますけれども、夏休み期間中、全国各所を順

番に回っていくことをＮＨＫが実施しておりま

して、その一コマを大阪狭山市で開催していた

だくための費用でございます。 

 具体的には、８月27日の日曜日、場所は天気

がよければ野球場で、雨天の場合は体育館で実

施するというものでございます。 

 次、郷土資料館特別展事業としまして585万

9,000円の計上でございます。 

 予定としまして、狭山池にかかわりの深い行

基菩薩をテーマにした展示の計画を現在進めて

おるところでございます。 

 それから、その次ですけれども、歴史文化基

本構想策定事業として843万6,000円の計上でご

ざいます。 

 先ほどの条例改正の説明でもありましたけれ

ども、平成30年度を目途に、本市の文化財保護

のマスタープランとしての役割を果たします大

阪狭山市歴史文化基本構想の策定を進めておる

ところですけれども、そのための費用として計

上しておるものでございます。 

 次、21ページ、狭山池の魅力発見活用事業と

いたしまして830万7,000円の計上でございます。 

 これも現在策定準備をしております、狭山池

の保存活用計画、これは平成29年中の策定を目

標にしておりますけれども、予定しております

けれども、そちらにかかる経費としての計上で

ございます。 

 その下、北条五代観光推進協議会関係事業と

して18万8,000円でございます。 

 現在、本市ともかかわりの深い北条氏、その

ゆかりの地でございます神奈川県の小田原市と

徐々に交流を進めている状況でございます。こ

ちらのほうに、現在12の自治体で構成をしてお

ります北条五代観光推進協議会というものがあ

りまして、こちらのほうに大阪狭山市も加盟を

していくということで、予定をしております。 

 具体的には、５月３日に小田原市で総会がご

ざいます。そこで、本市も加盟をすることが正

式に承認される予定をしております。 

 続きまして、マイクロフィルムの電子化事業

でございます。 

 本市には、これまでに撮りためています古文

書類のマイクロフィルムが多数ございますけれ

ども、かなり経年劣化が進んでおりまして、早

いうちに何とかデジタル化を進めないと、フィ

ルムそのものが使えなくなってしまうというこ

ともございます。平成29年度につきましては、

そのうちの約６万件につきまして、マイクロフ

ィルムを電子データ化する予定をしております。

そのための費用として226万8,000円を計上して
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おります。 

 続きまして、ページをめくっていただきまし

て22ページ、子育て情報提供事業といたしまし

て756万円を計上しております。 

 こちらは、主に子育て世代をターゲットにい

たしまして、子育てに関するさまざまな情報を

スマートフォンであるとか、タブレット端末に

情報発信していく。要はプッシュ型と言います

けれども、行政の側といいますか、情報を発信

する側のほうから特定のターゲットの方に、積

極的に情報発信していくというタイプのものに

なるんですけれども、そういったアプリケーシ

ョンを開発、導入するための費用といたしまし

て756万円の計上でございます。 

 続きまして、（仮称）第２子育て支援センタ

ー整備事業費として2,056万5,000円の計上でご

ざいます。 

 これは、現在、狭山中学校の南側敷地に建設

計画を進めております第２子育て支援センター

の整備事業費として上げるものでございます。 

 その下、市立幼稚園等３歳児保育事業といた

しまして680万2,000円の計上でございます。 

 今年度、週一回で試行実施しております３歳

児保育につきまして、平成29年度から本格実施

するための費用として計上しているものでござ

います。 

 右側のページ、23ページに移りまして、市立

幼稚園施設改修事業でございます。 

 閉園予定をしております２園を除きまして、

東幼稚園、半田幼稚園、東野幼稚園につきまし

て、平成29年度にトイレ改修、それから空調機

の新設工事をする予定としております。何とか

夏の暑い時期までに、エアコン等は設置できた

らいいなということで、現在作業を進めておる

ところでございます。 

 一番最後ですけれども、（仮称）狭山西こど

も園用地拡張事業といたしまして1,623万4,000

円を計上しております。 

 廃園後の西幼稚園の後に、幼保連携型認定こ

ども園を整備するに当たりまして、隣接地の用

地を購入し、拡大整備をするための費用として

計上しておるものでございます。 

 なお、24ページ以降に、一般会計予算の平成

29年度と28年度の比較を含めた一覧表を掲載し

ております。かなり大くくりに中身がなってお

りますので、事業名だけではわかりにくい部分

もあろうかと思いますけれども、また、中身に

ついては、個別にご質問いただきまして、各担

当のほうから説明をするようにいたしますので、

よろしくご審議くださいますようお願いいたし

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの一般会計予算、教育委

員会関係についての説明のほう、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

 来年度予算についても、教育委員会関係は特

に子育て、教育にかかわる部分については、予

算も割合、今年度同様、重厚な予算編成になっ

ておるとは認識しております。 

 よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、特にご意見、ご質問等がな

いようです。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６、報告第５号、平成29年度（2017年

度）大阪狭山市一般会計予算（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。 

 以上をもちまして、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。 

 

  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 


