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教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまより平成29年第４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、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、一覧表にいたし

ております。 

 主なものについてご報告申し上げます。 

 ３月31日、教職員等退職職員辞令交付式を行

いました。 

 ４月３日、新規採用教職員着任式を含め、各

辞令交付、着任式に参加いたしました。 

 ４月６日、小学校の入学式。各委員の皆様に

は、入学式のご出席いただきありがとうござい

ます。同日午後に、中学校の入学式、続きまし

て、翌日７日、幼稚園、こども園の入園式がご

ざいました。 

 ４月10日、2017年度松原支部の教育懇親会に

参加いたしました。 

 ４月14日、大阪府都市教育長協議会総会及び

４月定例会に参加いたしました。 

 ４月17日、平成29年度第１回南河内地区市町

村教育長協議会及び人事教育長協議会に参加い

たしました。 

 主な参加報告につきましては、以上でござい

ます。 

 今の私の報告で、ご意見、ご質問等ございま

せんか。よろしいでしょうか。 

 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８号、大阪狭山市歴史文化基本構想策定委員

会委員の委嘱についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 それでは、議案第８号、大阪狭山市歴史文化

基本構想策定委員会の委員の委嘱についてご説

明申し上げたいと思います。 

 資料の２ページになっております。 

 まず、歴史文化基本構想につきましては、３

月30日の教育委員会で委員会規則のご審議いた

だきまして、作成させていただきました。それ

につきまして、今回、委員の委嘱を予定してお

る委員の名簿を出させていただいたところでご

ざいます。 

 歴史文化基本構想につきましては、本市にと

って重要な地域資源であります歴史文化遺産を

指定文化財、未指定文化財にかかわらず幅広く

捉えて、総合的に、長期的に保存活用をしてい

くためのマスタープランとして策定していきた

いということで、歴史文化遺産を保存活用し、

その価値を次世代に受け継ぎながら、その文化

財の所有者と、大阪狭山市民と行政の協働によ

る魅力的なまちづくりを行っていくことを目的

としております。 

 次に、委員の構成でございますが、２ページ

の委嘱候補者の先生方６名を予定しております。

分野的には、日本古代史、歴史地理学、そして

日本近世史、建築史、天然記念物、民俗学とい

う各分野の先生方にお願いして、策定していく

予定をしております。 

 また、委員会の中で、研究者の必要な調査部

門が必要となりました場合には、必要に応じて

調査員を置くことができるという形を設けてお

りますので、専門の研究者をお願いしていくこ

とも出てくるかなと考えております。 

 委嘱期間ですが、平成29年５月17日から平成

32年５月16日までの３年間でございます。 

 以上、簡単な説明でございますが、ご承認い

ただきますようよろしくお願いいたします。 
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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。 

 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

議ありませんか。 

（「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８号、大阪狭山市歴史文化

基本構想策定委員会委員の委嘱については承認

されました。 

 続きまして、日程第２、報告第８号、大野台

こども園の移転・建替えによる市立南第二幼稚

園の幼保連携型認定こども園化にかかる事業提

案の採用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。 

 浜口課長。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、市立南第二幼稚園の幼保連携型認

定こども園化にかかる事業提案の採用決定につ

いてご説明させていただきます。 

 議案書４ページの市立南第二幼稚園の幼保連

携型認定こども園化にかかる事業をごらんくだ

さい。 

 これは、運営法人でございます社会福祉法人

簡修会から提出されました大野台こども園の移

転建てかえ計画の内容となっております。 

 主な概要といたしましては、定員が１号認定

教育利用の３から５歳児が75人、２号認定保育

利用の３から５歳児が90人、３号認定保育利用

の０から２歳児が54人、合計219人の定員とな

っております。 

 なお、建物といたしましては、鉄骨造２階建

て、延べ床面積1,479.40平米となっております。 

 この計画につきましては、３月の教育委員会

のグループ報告でご報告させていただいており

ましたとおり、幼保連携型認定こども園設置運

営事業者選考委員会で審査していただき、３月

28日付で議案書５ページにございます大野台こ

ども園の移転建てかえによる市立南第二幼稚園

の幼保連携型認定こども園化に係る事業計画の

審査結果についてのとおり、計画は適切である

との意見報告書が市長宛てに提出されました。 

 この報告を踏まえまして、大野台こども園の

移転建てかえ計画を採用することとし、市長決

裁の上、３月31日付で提案事業者であります社

会福祉法人簡修会に対し、計画の採用を通知し

たところでございます。 

 今後につきましては、施設整備に係る補助金

の協議など、平成31年４月の開園に向けまして

準備を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、簡単な説明ですが、ご審議いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の説明について、ご意見、ご

質問等を伺います。どうでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 前回の教育委員会議で図面等も見せていただ

いていますので大体理解しているんですが、定

員が219人ということで、これまでのいわゆる

こども園というか、保育園の規模と比べると非

常に大きいですね。それは、待機児童解消にと

っては大変ありがたいことなんですけれども、

その辺は、私、素人なのでわからないんですけ

れども、もちろん十分基準に達しているという

ことなんでしょうか。 

 それと、大野台こども園が移転ということに

なって、現在の大野台保育園の定員はどの程度

になっているのか教えてください。 

教育長（長谷雄二） 

 浜口課長。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 まず、定員についてですけれども、今、大野



－3－ 

台こども園は、保育定員が90人、教育定員のほ

うは15人、合計105人の定員となっております。 

 待機児童の解消につながるということで、も

ともとは子ども子育て支援事業計画に基づく保

育の供給体制の整備というところを踏まえまし

て、今回、合計で219人と定員を設定させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいですか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 はい。ということは、今の大野台こども園の

規模に比べたら倍近くなっているんですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 そうでございます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 いわゆるキャパというか、定員について。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 はい。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 そういうことになりますね。 

 はい、わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 教育ニーズと、今後も保育ニーズの増加があ

の周辺で見込まれるということも含めての人数

と理解しております。 

それでいいでしょうね。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 はい。そうでございます。 

教育長（長谷雄二） 

 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８号、大野台こども園の移

転・建替えによる市立南第二幼稚園の幼保連携

型認定こども園化にかかる事業提案の採用決定

については承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第９号、待機児

童解消の緊急対策にかかる（仮称）第２池尻保

育園設置計画の採用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。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、待機児童解消の緊急対策にかかる

（仮称）第２池尻保育園設置計画の採用決定に

ついてご説明させていただきます。 

 議案書８ページの待機児童解消緊急対策事業

をごらんください。 

 これは、池尻保育園などを運営いたします社

会福祉法人光久福祉会より提出されました（仮

称）第２池尻保育園整備計画の概要となってお

ります。 

 主な内容といたしましては、定員が105人、

鉄骨造２階建て、延べ床面積は702.78平米の建

物となっております。 

 この計画につきましても、３月の教育委員会

のグループ報告でご報告させていただいており

ましたとおり、選考委員会で審査していただき、

３月28日付で９ページにございます待機児童解

消の緊急対策に係る保育所新設計画の審査結果

についてのとおり、意見報告書として市長宛て

に提出されました。選考委員会の各委員より、

送迎時の安全確保や１歳児保育室の面積拡大な

ど、ご指摘のあった点につきまして修正された

図面が事業者より提出されましたので、この報

告を踏まえまして、（仮称）第２池尻保育園の

設置計画を採用することとし、市長決裁の上、

３月31日付で提案事業者であります社会福祉法

人光久福祉会に対し、計画の採用を通知したと

ころでございます。 

 今後は、平成30年４月の開園に向けまして、

同じく施設整備に係る補助金の協議など準備を
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進めてまいりたいと考えております。 

 以上、簡単な説明ですが、ご審議いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の説明について、ご意見、ご

質問等ございませんでしょうか。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 選考委員会で十分ヒアリングをしていただい

ているとは思うんですけれども、既存園もいく

つかお持ちですし、学童もやっていただいてお

りますので、この園をつくることでほかの既存

園からの人が異動したり、弱体化がないように、

人材の確保と養成について、きっちりと聞いて

はいただいていると思うんですが、その点は確

認をしていただいているでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、担当。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 設置計画の提出に当たりまして、保育士の確

保策につきましても同様に提出していただいて

おり、十分に保育士等の確保もしていただける

ものと考えております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 それでは、ほかにご質問等はないようですの

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９号、待機児童解消の緊急

対策にかかる（仮称）第２池尻保育園設置計画

の採用決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10号、平成29

年度（2017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。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、平成29年４月補正予算につきまし

てご説明させていただきます。 

 議案書の14ページをごらんください。 

 先ほどご説明させていただきました（仮称）

第２池尻保育園の平成30年４月の開園に向けま

して、平成29年度中に施設整備を行うに当たり

まして、大阪府安心こども基金特別対策事業費

補助金を活用することといたしました。施設整

備に係りますこの補助金につきまして、負担割

合が、大阪府が補助基本額の３分の２、市が12

分の１、事業者が４分の１となっております。 

 歳入予算といたしましては、105人定員の保

育所整備に係る補助基本額の３億708万2,000円

の３分の２に当たります２億472万1,000円を計

上するものでございます。 

 続きまして、歳出についてご説明させていた

だきます。 

 歳出につきましては、事業者に対して交付い

たします民間保育園施設整備補助金といたしま

して、先ほどの大阪府負担分の２億472万1,000

円に市の負担分であります補助基本額の12分の

１相当額2,559万をあわせた２億3,031万1,000

円を計上するものでございます。 

 以上、簡単なご説明ですが、ご審議いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの報告について、ご意見、ご質問等

お伺いいたします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今のところ、市の負担が何分の１でしたか。

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 12分の１になります。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 12分の１ですか。 
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保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 緊急対策事業ということで、補助率のかさ上

げがございますので、12分の１の負担となって

おります。 

教育長（長谷雄二） 

 これは、年度内に１件だけとか、なにか条件

はあるんですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 特に件数の制限というのはございませんので、

大阪府のほうで安心こども基金ということで基

金を持っておりまして、その基金が29年度相当

額積み増されたということで、保育所の待機児

童緊急対策として活用してもらいたいという旨

のことを聞いておりますので、採択していただ

けるものと考えております。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 これは、建物に対しての補助金ですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 そうです。施設整備ということですので、基

本的には建物、また特殊附帯工事ということで、

例えば太陽光発電であったり、そういった工事

費用につきましても補助対象としていただける

ようになっております。 

教育長（長谷雄二） 

 言いかえれば、これは初期費用の補助という

ことですよね。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 そうですね。 

教育長（長谷雄二） 

 ということは、今後の運営の補助という部分

では、継続して市の持ち出しもあるということ

ですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 開園後には、当然、保育所委託費ということ

と、あと運営費の補助ということで支出も続い

ていくということでございます。 

教育長（長谷雄二） 

 当然、件数がふえると、こども政策部の業務

量もふえていくということでございますね。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 あわせてね。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ここ何年かこども政策部に関するさまざまな、

待機児童対策含めて子ども支援に関しての事業

がふえてきたと思うんですけれども、その辺で、

こども政策部のいわゆる人員というのは、その

あたりは、大丈夫なんですかね。どうですか。 

こども政策部長（松本幸代） 

 業務自体はふえては来ています。人員につい

ては、かなり厳しい状況ではあります。みんな

残業もやりながら一生懸命やっていただいてい

るような状況ではあります。 

教育長（長谷雄二） 

 今、山崎委員のご指摘の部分、教育委員の意

見ということで、また酌み取っていただいて、

また担当部長から人事等にも意見として反映し

ていただけたらというふうに考えております。

ありがとうございます。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 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10号、平成29年度（2017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。 

 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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るため、署名する。 
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