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教育長（長谷雄二） 

 おはようございます。それでは、ただいまよ

り平成29年度第３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、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、３月14日火

曜日、３月15日水曜日、３月16日木曜日、各教

育委員さんにもご出席いただきまして、中学校

卒業式、幼稚園、こども園卒園式、３日目、小

学校卒業式と出席いたしました。委員の皆様に

はご苦労さまでございました。 

 当日、３月16日に文化財保護審議会のほうに

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。 

 今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。よろ

しいでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 中学校、幼稚園、それから、小学校の卒業式、

卒園式、私が行かせてもらった学校は全てすご

くいい式でした。子どもたちの成長する姿が、

幼・小･中、発達段階に合わせて非常によく、

立派に成長しているなと、大変うれしく思いま

した。ありがとうございました。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかございませんか。 

 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、議案

第３号、大阪狭山市就学支援委員会規則の一部

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３号、大阪狭山市就学支援委員会規則

の一部を改正する規則についてご説明いたしま

す。 

 改正の理由でございますが、平成29年４月１

日から機構改革が実施されることに伴いまして、

関係する規則についての所要の改正を行うもの

でございます。お手元の議案書の１、２、３ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 

 改正の概要でございますが、本規則の第３条

の６でございます。保健福祉部生涯福祉担当職

員の名称が健康福祉部生涯福祉担当職員に改め

られます。その部分を改正したいと考えており

ます。 

 なお、施行日については平成29年４月１日と

しております。 

 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。 

 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３号、大阪狭山市就学支援

委員会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４号、大阪狭

山市放課後児童会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。 

社会教育・スポーツ振興グループ参事（中森祐

次） 
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 議案第４号、大阪狭山市放課後児童会条例施

行規則の一部を改正する規則についてをご説明

申し上げます。 

 資料の４ページをごらんください。 

 まず、改正の理由でございますが、放課後児

童会負担金につきましては、本市と放課後児童

会に入会する児童の保護者との契約行為に基づ

くものであるもの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、本条例施行規則

中の文言については、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。 

 条例施行規則改正の内容でございますが、お

手元の資料12ページ、13ページ、新旧対照表を

ごらんください。 

 まず、第４条の見出し中の「申請」を「申込

み」に「決定」を「承認」に改め、同条第１、

１項中の「申請は」を「申込みは」に、申請書

を申込書に改め、同条第２項中の「許可」を

「承認」に、「決定通知書」を「承認通知書」

に、「却下した」は「承認しなかった」に、

「却下通知書」を「不承認通知書」に改めます。 

 さらに、第５条の見出しの中に、「許可」を

「承認」に改め、第６条第１項中、「許可」を

「承認」に、同条第２項中の「処分を受けた」

を「処分をされた」に改めます。 

 そして、第８条の見出し中の「申請」を「申

し込み」に、「決定」を「承認」に改め、同条

第１項中、「申請書」を「申込書」に、「申請

を」を「申込みを」に改め、同条第２項中、

「前項の規定にある申請があったときは、速や

かにその可否を決定し」を削り、決定したとき

は「放課後児童会負担金減免決定通知書様式第

６号により」を承認したときは、「放課後児童

会負担金減免承認通知書様式第６号により」に、

「却下した」を「承認しなかった」に、「却下

通知書」を「不承認通知書」に改めます。 

 さらに、第９条中の「申請書」を「申込書」

に改め、第14条の見出し中の「申請」を「申し

込み」に、「決定」を「承認」に改め、同条第

１項中「申請書」を「申込書」に、様式第９条

の次に、「以下利用申請書という」を加え、

「申請する」を「申込みをする」に改め、「同

条第２項前項の申請があったときは、その内容

を審査の上、利用の可否を決定し」を削り、

「許可」を「承認」に、「決定通知書」を「承

認通知書」に、「却下した」を「承認しなかっ

た」に、「却下通知書」を「不承認通知書」に

改めます。 

 さらに、第16条第２項中、「申請書」を「申

込書」に改め、第17条中「決定」を「承認」に

改めるものでございます。 

 お手元の資料14ページをご説明申し上げます。 

 14ページの様式第１号中、「申請書」を「申

込書」に、「申請し」を「申込み」に改め、同

じく15ページ、様式第２号中、「決定通知書を

承認通知書に」の許可を「決定を承認に」改め

ます。 

 16ページの様式第３号中、「却下通知書」を

「不承認通知書」に、「入会できません」を

「認めません」に改め、教示については削るこ

ととします。 

 同じく、17ページの様式第４号中、「許可」

を「承認」に改め、表示については削ります。 

 18ページの様式第５号については、応募の変

更はございませんが、改行等を行い文書の体裁

を整えるものでございます。 

 さらに、19ページになります。様式第６号中

「決定通知書」を「承認通知書」に、「決定」

を「承認」に改めます。 

 20ページの様式第７号中、「却下通知書」を

「不承認通知書」に、「却下」を「承認しなか

った」に改め、教示については削ります。 

 さらに21ページになります。様式第９号につ
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いては、「申請書」を「申込書」に改め体裁を

若干整えます。 

 22ページの様式第10号中「決定通知書」を

「承認通知書」に、「許可」を「決定を承認」

に改めます。 

 23ページになります。様式第11号中、「却下

通知書」を「不承認通知書」に、「却下した」

を「承認しなかった」に改め、教示については

削ります。 

 24ページの附則といたしましても、この規則

は公布の日から施行するとともに、この規則に

よる改正前の規則の様式により作成した用紙は、

当分の間所要の調整をした上、この規則による

改正後の規則の様式により作成した用紙として

使用することができるといたします 

 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よ

ろしくお願い申し上げます。 

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。 

 阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 今回、教示を削除したというのは、どういう

理由ですか。 

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） 

 この前、12月に議会で条例改正させていただ

きまして、教示の部分というのは、公債権に値

する言葉でございまして、私債権の様式として

は教示の部分をとるという形が通常であるとい

うことをご指示いただきまして、削除した経緯

でございます。 

 以上でございます。 

教育委員（阪本 栄） 

 処分に対して、どうのこうのというようなも

のではないということで、新たな申請をして、

できないかという、そういう形態のものである

という解釈ですか。 

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） 

 はい。 

教育委員（阪本 栄） 

 わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 文言として、どちらかというと放課後児童会

を利用する保護者の立場からの表現というよう

になっているので、良くなっているかなと解釈

しています。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、よろしいですか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等ないよう

ですんで、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３、議案第５号、大阪狭山市歴史文化

基本構想策定委員会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。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 議案第５号、大阪狭山市歴史文化基本構想策

定委員会規則の新規制定につきまして、ご説明

申し上げます。 

 制定の理由につきましては、今年度から３か

年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、教育委員会の附則機関として大

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
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方にこの構想の内容等を審議していただくため、

本規則を制定するものでございます。 

 それでは、附則の概要につきましてご説明い

たします。 

 議案書26ページをお願いいたします。 

 第１条につきましては、委員会の趣旨を定め

るものでございます。 

 第２条につきましては、委員会は10名以内の

委員をもって組織し、識見を有する者のうちか

ら委員会が指示するものでございます。続きま

して、第３条でございますが、委員の任期を定

めるものでございます。 

 第４条につきましては、委員会に委員長及び

副委員長を置き、委員長は委員の互選により選

出し、副委員長は委員長が指名するものでござ

います。 

 第５条につきましては、委員会は委員長が招

集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開

くことができないこととするものでございます。 

 第６条につきましては、委員会に調査員を置

くことができることとするものでございます。 

 第７条につきましては、委員会の会議におい

て委員以外の関係者出席を求め、その意見を聞

き、または、資料の提出を求めることができる

こととするものでございます。 

 第８条につきましては、委員の処遇について

定めるものでございます。 

 第９条につきましては、委員について定める

ものでございます。 

 最後に附則でございますが、この附則は平成

29年４月１日から施行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、ご承認

いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

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、ご質問のほ

うもとめます。よろしくお願いします。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 この基本構想策定ということですから、何年

ぐらいをめどにして策定される予定なんですか。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 本年度から３か年をかけて策定する予定です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 第３条は、再任は妨げない理由はどういうこ

となんですか。委員の任期は３年とするという。

３年たって、また再任妨げないこと、また続く

のかなと解釈するのですが。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 ３か年をかけてできない場合は、再任という

形で。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 そういうことですか、わかりました。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 基本的な委員会の規則ですので、そのまま、

任用させていただきます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 はい、結構です。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。ほか、ないですか。 

 ひとつ、私のほうから、この歴史文化基本構

想をつくるという目的について、簡単に説明し

ていただけたらと思います。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 はい、失礼します。 

 最終目標といたしまして、日本遺産をめざし

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） 

 今、私からも質問いたしましたが、ご理解い

ただけますでしょうか。 

 それでは、ほかに、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
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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３、議案第５号、大阪狭山市歴史文化

基本構想策定委員会規則については承認されま

した。 

 続きまして、日程第４、議案第６号、大阪狭

山市教育委員会事務決裁規程及び大阪狭山市教

育委員会表彰規程の一部を改正する規程につい

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６号、大阪狭山市教育委員

会事務決裁規程及び大阪狭山市教育委員会表彰

規程の一部を改正する規程について説明をいた

します。 

 前回２月の教育委員会会議におきまして、大

阪狭山市教育委員会事務局組織規則の一部を改

正する規則におきまして、新たに副理事を設置

できるよう、規則の改正をご承認いただいたと

ころです。 

 それを受けまして、今回事務決裁規程と表彰

規程にも副理事の文言を追加するような改正内

容となっております。 

 お手元の資料の30ページと31ページをごらん

いただけますでしょうか。 

 まず。30ページですけれども、教育委員会事

務決裁規程の第７条第１項に次長の次に副理事

という文言を追加いたします。 

 それから、続きまして31ページの新旧対照表

ですけれども、教育委員会の表彰規程におきま

して、第５条の５項第２号、ちょっと新旧対照

表のほうに第５条という文言が抜けております

けれども、第５条の第５項第２号にも同様に、

もしくは、副理事という言葉を追加いたしまし

て、副理事の設置を規程するものでございます。

この規定につきましては、平成29年４月１日か

ら施行をいたします。 

 以上、簡単なご説明ですが、ご承認賜ります

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ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

 それでは、ほかに、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４、議案第６号、大阪狭山市教育委員

会事務決裁規程及び大阪狭山市教育委員会表彰

規程の一部を改正する規程については承認され

ました。 

 続きまして、日程第５、報告第６号平成28年

度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書につ

いてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 山﨑次長。 

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６号、平成28年度大阪狭山

市教育委員会点検・評価報告書について説明を

いたします。 

 ただいま、手元にピンクの表紙の冊子で平成

28年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書

をお配りしているかと思います。 

 この点検報告書につきましては、地方教育行

政組織及び運営に関する法律に基づきまして、

教育委員会の権限に属する事務の管理、または

執行について自ら点検を行い、教育に関しまし

て学識経験を有するものの知見を活用して、報

告書を作成し、議会に提出するために公表しな

ければならないとされておるところでございま

す。 
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 報告書を見ていただきまして、目次をごらん

いただけますでしょうか。 

 １ページから２ページにかけてですけれども、

まず、１といたしまして、事務の点検・評価に

ついてという項目をまとめております。ここで、

この点検・評価の趣旨、それから各部運営方針

についてまとめています。 

 ２のところで教育委員会の活動状況というこ

とで、平成28年度中１年間教育委員の皆様に活

動いただいた主な内容について、報告しており

ます。 

 ３としまして点検・評価調書ということでま

とめております。 

 ５ページに移っていただきまして、こちらに

それぞれの教育部こども政策部の運営方針に基

づきまして、項目ごとにまとめております。 

 ローマ数字Ⅰのところで、子育てにやさしい

環境づくりとしまして、主な事業といたしまし

ては、放課後児童会事業を初めとして16事業に

ついて点検・評価を行います。 

 次、６ページですけれども、２といたしまし

て、学ぶ力、生きる力を伸ばす教育環境づくり

といたしまして、小学校空調機設置事業を初め

として18事業について点検・評価を行います。

３の生涯スポーツの推進といたしまして、まち

づくり円卓会議、さやりんピック事業について

点検・評価をいただきました。４の生涯学習の

推進といたしまして、図書館施設整備事業、社

会教育センターの耐震化事業の２項目を点検・

評価いたしました。 

 ５の歴史文化の振興といたしまして、狭山池

の魅力発見活用事業ほか６事業につきまして点

検・評価を行いました。 

 今回の点検・評価につきましても、神戸学院

大学の今西先生、大阪総合保育大学の大方先生

にご協力いただきまして講評・評価等をいただ

きました。 

それをまとめたものが71ページから74ページ

までとなっております。 

 点検・評価につきましては、２月17日に市役

所のほうで実証しまして、各グループの課長か

ら事業の詳細について説明をした後、２人の先

生にそれぞれ講評・評価をいただいたところで

ございます。 

 分量はたくさんありますので、またご一読を

いただきまして、内容についてご質問等ござい

ましたら、私のほうに、あるいは各課長のほう

までご指摘いただけたらと思います。 

 以上、簡単ですけれども説明といたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいま担当から説明がございました。一読

していただいて、またご意見等、後でも出てく

ると思いますが、今お気づきになられたことが

ございましたら、ご質問、ご意見よろしくお願

いします。 

 おおむね、特に大きな課題として指摘される

ことはなかったという認識でよろしいですよね。

どうですか。 

 山﨑次長。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑正

弘） 

 今西先生の講評、71ページの中にもあるので

すけれども、総体としては問題なかったと。事

務の実施や管理は適切に行われておりというよ

うな形での講評はいただいております。ただ、

事項別には、それぞれのグループに関わるよう

な部分で、ご提言をいただいておりますので、

今後、先生のご意見等に沿いながら、事業を進

めてまいりたいなと考えております。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。教育委員さんのそれぞ

れの立場等からお気づきの点がございましたら、

各グループにご意見なり、ご指導をいただけれ

ば幸いと思います。 
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 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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第５、報告第６号平成28年度大阪狭山市

教育委員会点検・評価報告書については承認さ

れました。 

 続きまして、日程第６、報告第７号大阪狭山

市立こども園・幼稚園・小学校・中学校及び教

育委員会事務局の管理職人事異動についてを議

題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 山﨑次長。 

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７号大阪狭山市立こども

園・幼稚園・小学校・中学校及び教育委員会事

務局の管理職人事異動について説明をいたしま

す。 

 お手元に、横長の表形式のもので管理職人事

異動の一覧表をつけております。 

 事前に資料をお配りするときにも、概略の資

料につきましては、お示しさせていただいてい

るかと思いますが、内示もすみましたので正式

な一覧表という形でつけております。 

全員分を説明すると時間がかかってしまいます

ので、きょう、出席いただいている皆さんの紹

介を兼ねて順番に説明をしていきたいと思いま

すが、よろしいですか。 

 まずこども政策部の谷政策部長におかれまし

ては３月末日で退職をされますが、引き続き再

任用ということで、こども政策部の子育て支援

グループ参事兼保育・教育グループ参事として

引き続き実務に携わっていただくことになりま

す。 

 それから、教育部長の竹谷部長につきまして

は、総務部長にかわられます。 

 歴史文化グループの塔本課長につきましては、

４月から総務部次長兼債権管理グループ課長に

移られます。 

 学校教育グループ課長の吉川先生につきまし

ては、西小学校の校長先生になられます。 

 教育部次長兼社会教育スポーツ振興グループ

課長の楓課長につきましては、教育部次長兼歴

史文化グループ課長になられます。 

 私、教育部次長兼教育総務グループ課長の山

﨑は、教育部長になります。 

 こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

の松本次長につきましては、４月からこども政

策部長になられます。 

 歴史文化グループ参事郷土資料館付で狭山池

博物館副館長の植田参事につきましては、４月

から都市整備部公園緑地グループの参事になり

ます。 

 それから、学校教育グループ参事の尾島参事

につきましては、４月から東小学校の教頭先生

になられます。 

 社会教育・スポーツ振興グループ参事兼歴史

文化グループ参事の橋上参事につきましては、

社会教育のほうの兼務がとれまして、歴史文化

グループの参事として、市史編纂事務の担当と

いうことになります。 

 社会教育・スポーツ振興グループ参事の中森

先生につきましては、４月から教育部の副理事

兼社会教育・スポーツ振興グループの課長にな

られます。 

 子育て支援グループ参事の上野参事につきま

しては、出納室室次長にかわられます。 

 きょう、出席はしておりませんけれども、後

任といたしまして、教育部副理事兼学校教育グ

ループ課長として、現在東小学校の教頭先生を

されています酒匂先生が副理事兼学校教育グル

ープ課長として着任をされます。 

 教育総務グループ課長には、現在、政策調整
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室人事グループ課長の北野課長が着任をします。 

 歴史文化グループ参事、郷土資料館付ですけ

れども、狭山池博物館副館長には、現在歴史文

化グループ主幹の吉井主幹が昇格して副館長に

着任をします。 

 現在、学校教育グループ課長補佐の酒谷課長

補佐につきましては、学校教育グループ参事に

昇格をされます。 

 こども政策部保育・教育グループ課長補佐で

あります浜口が、４月からこども政策部保育・

教育グループ課長に昇任をいたします。 

 以上、簡単ですけれども説明といたします。 

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か。 

 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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第６、報告第７号大阪狭山市立こども

園・幼稚園・小学校・中学校及び教育委員会事

務局の管理職人事異動については承認されまし

た。 

 お手元に事前に送付いたしました議案は以上

でございましたが、追加議案ということで、机

上の資料の確認をお願いいたします。 

 本日、追加議案として日程第７、議案第７号

の案件についてご確認いただけますでしょうか。 

 それでは、続きまして、日程第７、議案第７

号、平成30年度使用小学校教科用図書（道徳）

の採択についてを議題といたします。 

 担当者の説明を求めます。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 まず、追加議案になりまして失礼いたしまし

た。 

 議案第７号、平成30年度使用小学校教科用図

書（道徳）の採択についてご説明いたします。 

 ご承知のように、平成30年度から使用される

小学校の道徳の教科書、道徳が、教科化といっ

た形で教科書がつくられるようになりましたの

で、次年度平成29年度にこの小学校教科用図書

の道徳の採択について進めてまいりたいと考え

ております。 

 その採択について２枚目の大阪狭山市立小学

校教科用図書選定委員会委員長に対しまして、

採択に対しての諮問を行いたいと考えおります。 

 最後の別紙でございますが、平成30年度使用

小学校教科用図書（道徳）の採択についてとし

ております。このあたりにつきましては、また、

４月になりましたら、府教委のほうからも指導

があるものですので、それに従って進めてまい

りたいと考えております。こういった諮問を行

うということをご承認いただきたいと考えてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当説明について、ご意見ご質問

等ございませんでしょうか。 

 それでは、平成30年度使用小学校教科用図書

（道徳）について、採択に向けて規程基準等に

ついて、それぞれ調査委員会、選定委員会、き

ちんと選んでいただいて、教育委員会各委員と

慎重に審議して、よりよい道徳の教科書を選考

したいと思いますので、担当の学校教育グルー

プよろしくお願いします。 

 それでは、ただいま提案のありました議案、

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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第７、議案第７号、平成30年度使用小学

校教科用図書（道徳）の採択については承認さ

れました。 

 本日の議案は以上でございます。 
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 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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