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教育長（長谷雄二） 

 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29年第５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、４月22日土

曜日、平成29年度大阪狭山市こども会育成連絡

協議会総会で挨拶をいたしました。 

 ４月27日木曜日、近畿都市教育長協議会定期

総会に出席いたしました。 

 ５月７日日曜日、第31回大阪狭山市民体育大

会総合開会式に参加いたしました。 

 ５月22日月曜日、山崎教育長職務代理者とと

もに大阪府都市教育委員会連絡協議会に参加い

たしました。 

 主な活動報告については、以上でございます。 

 ただいまの報告につきまして、ご質問等ござ

いませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 本日の議案等でございますが、事前にお配り

した以外に、報告案件２件の追加がございます。

お手元に資料として置いておりますので、ご確

認をお願いいたします。 

 日程第６、日程第７、報告第15号、16号で、

それぞれスポーツ推進委員の委嘱について、社

会教育委員の委嘱についての報告でございます。

申しわけございませんが、ご確認よろしくお願

いします。 

 それでは、議事に移りたいと思います。 

 日程第１、議案第９号、大阪狭山市文化財保

護審議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９号、大阪狭山市文化財保

護審議会委員の委嘱につきましてご説明申し上

げます。 

 議案書の２ページをごらんください。 

 大阪狭山市の中にあります文化財の保存及び

活用に関しまして、教育委員会の諮問に応じて

意見を述べていただくため、７人の先生方を委

嘱してまいりましたが、平成29年７月22日に委

嘱期間が終了いたしますので、７名の委嘱候補

者を平成29年７月23日から平成31年７月22日ま

での２年間、再任するものでございます。 

 以上、簡単な説明でございますが、ご承認賜

り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、ご意見、ご質問等

ございませんでしょうか。 

 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９号、大阪狭山市文化財保

護審議会委員の委嘱については承認されました。 

 それでは、続きまして、日程第２、報告第11

号、市立第七小学校大規模改造（屋内運動場）

工事についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、報告第11号、市立第七小学校大規

模改造（屋内運動場）工事の請負契約につきま

してご説明いたします。 

 別紙でお配りしております資料をごらんくだ

さい。 

 市立第七小学校の大規模改造工事につきまし
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ては、今月23日に入札が行われまして、５月24

日付で仮契約を締結しております。 

 契約の相手方でございますが、住所が八尾市

若林町１丁目76番３号、朝日生命ビル１階の中

川企画建設株式会社でございます。 

 契約金額につきましては、税込で１億7,132

万9,040円でございまして、契約金額が議会の

議決を必要とします１億5,000万を超えており

ますので、６月定例月議会につきまして議案提

出をさせていただきまして、議会の議決を経た

後に本契約となります。 

 工期につきましては、議会の議決日の翌日か

ら平成29年10月13日までとさせていただいてお

ります。 

 なお、現在のところ、議会の議決日は６月２

日を予定しております。 

 工事の内容につきましては、主に第七小学校

の屋内運動場の外壁改修、屋根改修、防水改修、

内装改修、建具改修でございまして、その他学

校施設におけます環境負荷の低減及び災害時の

非常電源の確保のため、太陽光パネルの設置も

本工事に含んでおります。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの説明について、ご意見、

ご質問等を伺いたいと思います。いかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

 それでは、工期もございます。教育活動に支

障のないという配慮のもと、よろしくお願いし

たいと思います。 

 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２、報告第11号、市立第七小学校大規

模改造（屋内運動場）工事については承認され

ました。 

 続きまして、関連する案件ということで、日

程第３、報告第12号、財産の取得について及び

日程第４、報告第13号、市立学校給食センター

改修工事（２期）についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 それでは、報告第12号、財産の取得について

と報告第13号、市立学校給食センター改修工事

（２期）についての、関連した内容でございま

すので、あわせてご説明をさせていただきます。 

 資料は、議事日程の４ページから６ページと

別紙１枚でございます。 

 財産の取得につきましては、市立学校給食セ

ンター改修工事（２期）に伴う調理機器購入で、

４月28日に行われました４月閉会議会において、

議会の議決に付すべき契約財産の取得又は処分

に関する条例の第３条に規定に基づき議会に提

案し、議決され、本契約を行いました。 

 契約の相手方は株式会社アイホー大阪支社、

住所は大阪市東淀川区豊里７丁目11番17号でご

ざいます。 

 備品の購入内容につきましては、ロースター、

返却コンベア、フライヤーを各１台でございま

す。 

 金額につきましては、3,121万2,000円でござ

います。 

 次に、この備品の設置を含めました市立学校

給食センター改修工事（２期）につきましては、

別紙にございます業者と、昨日、５月24日付で

仮契約を締結しております。 

 契約の相手はタツト・建設株式会社、住所は

大阪市西区江戸堀１丁目25の30号でございます。 

 契約金額は１億9,624万7,880円です。 

 こちらも契約金額が議会の議決を必要として

おりますので、６月定例議会に議案提出させて

いただきまして、議会の議決を経た後に本契約

となります。 
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 工期は、議会の議決の翌日から平成30年１月

31日です。 

 なお、現在の議会の議決予定日は、６月定例

議会開会日の６月５日を予定しております。 

 工事の内容につきましては、受水槽の更新、

事務所屋上改修工事、冷凍冷蔵庫と排水設備改

修、そして、先に契約をしております調理機器

備品の更新もあわせて行います。 

 この調理機器を先に契約した理由につきまし

ては、主な工事が夏休み期間中に完了すること

が必要でございますので、給食のない時期に完

了することが必要となります。設置する機器が

大型機器のため、発注から製造に３か月を要す

るということで、先に契約をさせていただきま

した。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの説明について、ご意見、

ご質問等お願いいたします。 

 特にご質問等ないようですので、採決いたし

ます。 

 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３、報告第12号、財産の取得について

及び日程第４、報告第13号、市立学校給食セン

ター改修工事（２期）については承認されまし

た。 

 続きまして、日程第５、報告第14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。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、報告第14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）についてご説明をいたします。 

 資料の８ページをごらんください。 

 まず、歳入でございます。 

 歳入につきましては、国庫支出金といたしま

して3,153万3,000円、府支出金といたしまして

221万3,000円、諸収入といたしまして656万

6,000円でございます。合計4,031万2,000円と

なっております。 

 歳出につきましては、民生費といたしまして

１億円、教育費といたしまして1,306万4,000円、

合計１億1,306万4,000円でございます。 

 次に、９ページをごらんください。 

 債務負担行為補正でございます。 

 （仮称）第２子育て支援センター新設事業に

つきまして、期間は平成29年度から平成30年度

までを予定しております。限度額につきまして

は、５億5,400万円に設定しております。 

 詳細につきましては、各グループから順にご

説明をいたします。 

 まずは、学校教育グループからお願いいたし

ます。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 失礼します。 

 学校教育グループからは、２つの歳入につい

て説明いたします。 

 １つ目は理科教育設備整備等補助金ですが、

これは国庫補助金です。 

 これは、各小中学校10校に理科支援員を配置

しているんですけれども、退職教員等で理科の

主に観察実験の補助などをしてもらうものです。

それは、市の予算でこれまでもずっと配置して

いたんですけれども、それに対して３分の１の

補助が出るということで、補正を組ませていた

だいております。 

 ２つ目の市町村医療的ケア体制整備推進事業

費府補助金ですが、これは府の補助金でありま

す。 
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 これは、医療的ケアを要する児童生徒が在籍

している小学校、中学校に対して、市のほうで

特別学びの支援員という看護師を配置している

んですけれども、その看護師の配置に対する府

の補助金があります。３分の１で上限があると

いうものであります。その補助金に対しての補

正となっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 続きまして、社会教育・スポーツ振興グルー

プ、お願いいたします。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長補佐（田

和覚） 

 このたびスポーツ振興分の助成金でございま

すが、市立南青少年運動広場の西側地区が住宅

開発がございました。事前にボールの侵入を防

ぐためのフェンス工事に伴う助成金でございま

す。こちらにつきましては、独立行政法人日本

スポーツ振興センターからの助成金でございま

す。 

 以上でございます。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 最後に、子育て支援グループ、お願いいたし

ます。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 子育て支援グループです。 

 （仮称）第２子育て支援センターにつきまし

ては、現在、実施設計を行っております。詳細

図面等の作成は６月末までを予定していますが、

工事金額につきまして、この６月で補正させて

いただきます。 

 まず、９ページですが、債務負担行為につい

てご説明いたします。 

 新設工事費が５億4,200万円、それと、工事

監理費1,200万円、合わせて５億5,400万円を２

か年にわたって債務負担行為で補正させていた

だきます。 

 それに係る今年度分、29年度分といたしまし

て、まず、歳出につきましては、前払金の１億

円を予定しております。 

 それに係る歳入は、現在、社会資本整備総合

交付金の内示をいただいています3,120万円に

ついて補正いたします。 

 今、実施設計を行っている内容につきまして、

ちょっと、今、パースと中身の図面、イメージ

図ができ上がっていますので、ちょっと回覧さ

せていただきます。失礼します。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 詳細説明につきましては、以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 今、各担当から補正予算の説明ございました。 

 一括してご質問、ご意見等をお伺いいたした

いと思いますのでよろしくお願いします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 学校教育なんですけれども、市町村、医療的

ケアの体制に対しての補助金ということで、い

わゆる看護師配置ということで、当初よりも何

人ぐらいふえているんでしょうか。どこの学校

に配置されているのかも、教えてください。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 失礼します。４校配置しておりまして、４人

分なんですけれども、東小学校、西小学校、南

第一小学校、北小学校ということであります。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ここで補正を組むということは、当初考えて

いたよりも配置されたということですかね。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 というわけではなくて、当初から市の予算で

配置していて、それに対して国の補助も出ると

いうことで、国の補助も受けていまして、府の

補助もここ数年、10年間ずっと出ていたんです
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けれども、まだ29年度が、府がその予算を出す

か出さないか決まらなくて、３月ぎりぎりにな

って府でやはり29年度も補助しようということ

が最終的に決まりましたので、補正でずれ込ん

でしまったということになります。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 こういう補正の場合、６月補正で審議するの

も決して問題はないんでしょうけれども、これ

は事業確定している分なので、もっと後で最終

の補正もありということですよね。 

教育部長（山﨑正弘） 

 一般的には、教育長がおっしゃっているとお

りで、財源更生という目的で年度末に補正をす

るという方法もあるんですが、今回、府の申請

の関係で、６月補正をすることを前提にという

お約束事がありましたので、６月の補正をさせ

ていただいているところです。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。 

 ほか、どうでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 理科教育の実験等の支援員についても同じこ

とですね。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 はい、そうです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今、小学校に支援員さん、いわゆる何人ぐら

いですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 それは、学校によって違いがありまして、そ

れぞれ１人のところもあれば複数のところもあ

るということで、ただ、小・中両方、どちらも

10校それぞれ、基本的には学校で探して、見つ

けて、市の予算でずっとつけていたんですけれ

ども、それに対して３分の１の補助がつくよう

になって申請したということで、この時期にな

りました。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

教育委員（阪本 栄） 

 看護師さんの雇用というのは、やはり１年ご

との雇用契約でずっと結ばれているのですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 はい、そうです。１年ごとです。 

教育委員（阪本 栄） 

 何とか人は集まっているんですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 ただ、今、看護師さんって需要が多いので、

なかなか人を探すのが苦労しておるところで、

もっといい条件で仕事できる場があるというこ

とで、そちらのほうに行かれたりということで、

人材の確保が大変な課題となっておりまして、

これは本市だけではなく、府内全体での課題に

もなっておるところです。 

教育委員（阪本 栄） 

 雇用契約は１年だけれども、同じ方がずっと

継続してやっていただいているような状況です

か。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 そうですね。基本的には継続してやっていた

だくんですけれども、なかなか途中でやめられ

たりする場合もあるという状況であります。 

教育委員（阪本 栄） 

 わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 
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 私のほうから１つ。当該年度、年度当初にそ

れぞれの学校で個別の配慮すべき児童生徒につ

いては、当然、把握しながら予算を出している。

特に、特別支援にかかわる看護師の派遣の分、

例えば、年度途中で例えば転校、いわゆる転入

ですね、そういう事由の子どもさんが全く想定

されないわけではないので、そういうときの対

応というのは原課としてどういうふうに対応し

ようと考えているんでしょうかね。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 そういうときは、現実的には、また補正を組

むということにもなると思うんですけれども、

あと１人、看護師さんで学校、ある程度、曜日

を決めて巡回できるような人も確保して、そう

いう人に当たってもらうということも考えては

います。現実的には、そういう子どもさんが他

市町村から移ってきたときは、補正を組んだり

することになるのではと思っております。 

教育長（長谷雄二） 

 先ほども阪本委員がおっしゃられたように、

なかなか確保という部分では難しいでしょうけ

れども、直接的に子どもの命にかかわる大きな

課題ですから、躊躇なく補正を組むということ

も大切かなと思っております。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 関連なんですが、今、東、西、北、南一小に

配置されているということなんですけれども、

高学年では、一番年齢の高い子で配置している

というのは何年生でしょうか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 ６年生でやっていますね。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ということは、来年、また中学校についても、

もちろん親ともいろいろ相談されていると思う

のですが、その辺の体制もしっかりと考えてい

かなければいけませんね。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂 

雅夫） 

 そうですね。まず学校と保護者の話、それを

学校からこちらも吸い上げまして、直接こちら

が保護者の人とも話を進めていって、進路のこ

とも含めて、あと小学校から中学校への引き継

ぎということもきっちりスムーズにいくように

していかなければならないと思っております。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 これにつきましては、保護者の方が、やっぱ

りできるだけ地域のほうで環境も整えてほしい

という様々な要望という形で、６年生から１年

生の子どもさんまで、そういうサポートを受け

たい方が、割とまとまった形で、時々、面談を

したいということでこちらにお越しになります。

それについては、環境整備、ソフト面、ハード

面もいろんな意味で求められるのですけれども、

こちらとしては、個々に対応するのも限界があ

りますし、中学校については、もしその子たち

が中学校で同じような医療的ケアの形を受けた

いということであれば、南河内の中でもかなり

ケースが少ないということで、今後、大阪の北

のほうでは随分そういうことも進んできている

ようですので、どのような対応や体制がとられ

ているのかということも含めて、今年度は検討

していく必要が大いにあるかなと思っておりま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 他の委員さん、どうでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 田川委員。 

教育委員（田川宜子） 

 すみません。大阪狭山市は、さきほど山崎委

員がおっしゃった、６年生が卒業して、中学生
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になった時に、医療的ケアで入っている看護師

さんは、持ち上がって次の中学校へ一緒に行く

ということはやっているんでしょうか。時々、

他市ではそういう、親との面談もありなんです

けれども、同じように、慣れた人がそのままつ

いていってほしいという要望がある場合は、そ

のままスライドして一緒に卒業して、次、中学

へ一緒に入学していくという形をとったりする

ときもあるんですけれども、そういうことはあ

るんでしょうか。 

教育部理事（田中典子） 

 本市はまだ中学校へ進学するケースは一例も

ないので、今年度が、もし進学されたら、初め

てなんですけれども、看護師さんの方、やっぱ

りお医者さんのいないところで１人でその子の

世話をするということにすごく負担を感じられ

て、なかなか継続して行っていただける方とい

うのは、もう学年上がるだけでもなかなか難し

い面があって、それが看護師不足という形にな

ってしまっているんです。 

 その辺のことについては、これは本市だけの

課題ではないということで、実際にこうやって

予算を組んでいただいても、必要数はなかなか

確保できない場合もあります。 

 その場合に、やっぱりかけ持ちであったり、

看護師さんがお休みになるときの体制も難しい

ので、その場合は保護者に来ていただくことで、

何とか学校に来ていただける条件を整えている

んですけれども、またそのあたりも、相性がよ

くてずっと上がっていただけたらいいんですが、

大きな課題だと思っています。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいですか。 

 医療的ケアを要する児童生徒は、今は児童と

いうことですが、基本は、配置した看護師さん

の、先ほど理事のお話にありましたように、指

示できるのは、あくまでもかかりつけの子ども

さんのお医者さんですので、全ての学校ではな

いですけれども、基本は、当該の子どもさんが

入学される、あるいは入学された後については、

例えばその関連の病院の担当医と校長、養護教

諭、担任、それから看護師さんもできれば出向

いて、留意すべき事項等の聞き取りを保護者の

了解のもと、やっているということが現状にあ

ると聞いております。 

 先ほどとも重複しますが、命という部分でい

えば、さらに丁寧な対応が求められているので

はないかと考えております。 

 また、ぜひ関係機関のご協力をいただくとい

うのがこれからの課題ということにはなります。 

 それ以外の部分ではどうでしょうか。 

 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５、報告第14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。 

 続きまして、先ほど冒頭でお話しさせていた

だきました追加案件でございますが、日程第６、

報告第15号、スポーツ推進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。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長補佐（田

和覚） 

 追加議事でございます。 

 報告第15号、スポーツ推進委員の委嘱につい

てでございます。 

 議案書１ページ及び２ページをごらんくださ

い。 

 平成29年４月１日から平成31年３月31日まで

の２年間、14名の方々に委嘱しております。 

 以上でございます。 
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教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告でございます。ご

承認いただけますでしょうか。 

 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６、報告第15号、スポーツ推進委員の

委嘱については承認されました。 

 それでは、引き続きまして、日程第７、報告

第16号、社会教育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。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長補佐（田

和覚） 

 引き続き説明させていただきます。 

 ３ページ、４ページをごらんください。 

 社会教育委員につきましては、平成29年５月

１日から平成31年４月30日までの２年間、９名

の方々に委嘱しております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告について、よろし

いですか。 

 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７、報告第16号、社会教育委員の委嘱

については承認されました。 

 議長として少しつけ加えさせていただきます。 

 今回、スポーツ推進委員及び社会教育委員の

委嘱について、報告案件ということでございま

すが、次年度以降は、報告案件ではなく、議決

案件として取り扱うのが妥当と考えますので、

その辺り、怠りなく留意していただけたらと思

いますが、いかがでしょうか。 

社会教育・スポーツ振興グループ課長補佐（田

和覚） 

 はい、承知いたしました。 

教育長（長谷雄二） 

 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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