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議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第11号 平成29年度大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表 

           彰被表彰者の決定について 

日程第２ 議案第12号 平成30年度市立幼稚園・こども園募集人員の設定に 

           ついて 

日程第３ 報告第19号 大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営 

           に関する基準を定める条例及び大阪狭山市家庭的保 

           育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

           の一部を改正する条例について 

日程第４ 報告第20号 大阪狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

           事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

           する条例について 

日程第５ 報告第21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 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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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８回教育

委員会定例会議を開催いたします。 

 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、議事録の署名委員は、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しており

ます。 

 なお、主な報告をさせていただきます。 

 ７月28日金曜日、大阪府都市教育長協議会夏

季研修会に参加いたしました。 

 ８月５日土曜日、平和を考える市民のつどい

に参加いたしました。 

 ８月16日、子ども・子育て支援事業計画推進

本部会議に参加いたしました。 

 主な報告については以上でございます。 

 ただいまの教育長活動報告につきまして、ご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 本日、第８回教育委員会定例会議に傍聴希望

者１名がございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、入室をよろしくお願いします。 

 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11号、平成29年度大阪狭山市教育委員会文化

教育功労者表彰被表彰者の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。 

 北野課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、議案第11号、平成29年度大阪狭山

市教育委員会文化教育功労者表彰被表彰者の決

定につきましてご説明をいたします。 

 資料につきましては、１ページから４ページ

までとなっております。 

 今年度の文化教育功労者表彰につきましては、

10月１日にとり行います市制30周年記念式典に

おいて実施いたしますことから、教育委員会表

彰規程第５条に基づく表彰選考会を８月８日に

開催したところでございます。 

 表彰候補者の選考につきましては、学校・園

や各種団体からいただきました推薦書をもとに

慎重な審議をいたしました結果、資料にござい

ます18名を候補者として提案するものでござい

ます。 

 次に、各候補者の推薦理由を簡単にご説明申

し上げます。 

 ２ページから４ページに一覧表を上げており

ます。また、資料とは別に表彰規程をお配りし

ておりますので、こちらもあわせてごらんくだ

さい。 

 まず、１番の方につきましては、今年の８月

に開催されます第40回全国ＪＯＣジュニアオリ

ンピックカップ夏季水泳競技大会の男子50メー

トルバタフライ11歳から12歳の部に大阪府の代

表として出場される方です。 

 ２番から９番の方につきましては、市内の文

化・スポーツ団体において長年にわたり役員や

指導者としてご活躍をされ、また関係団体の育

成や地域振興、本市の文化及びスポーツ振興に

顕著な功績をおさめられております。 

 10番の方につきましては大阪狭山市体育協会、

11番及び12番の方につきましては大阪狭山市文

化協会、13番の方につきましては大阪狭山市合

唱連盟におきまして、長年にわたり本部役員を

務められ、協会運営や本市の音楽、文化の振興

に顕著な功績をおさめられております。 

 14番の方につきましては、本市の体育協会加

盟のバトントワリング団体に所属をし、昨年12

月11日に千葉県の幕張メッセで開催された全国

大会に出場され、全国第１位の優秀な成績をお
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さめられております。 

 15番から18番の方につきましては、大阪狭山

市文化財保護審議会委員、また大阪狭山市歴史

文化基本構想策定委員会委員として、長年にわ

たり本市の文化財行政の発展に関しご尽力をい

ただいた方々でございます。 

 以上18名の方を候補者として選考いたしまし

たので、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） 

 以上、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。 

 それでは、ご意見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。 

 それでは、日程第１、議案第11号、平成29年

度大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰被

表彰者の決定については承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第12号、平成30

年度市立幼稚園・こども園募集人員の設定につ

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、平成30年度市立幼稚園・こども園

募集人員の設定についてご説明させていただき

ます。 

 議案書６ページをお願いいたします。 

 市立幼稚園と市立こども園の１号認定子ども

の募集人員は、条例及び規則で定員の範囲内で

年齢ごとに定めることとなっております。 

 まず、３歳児につきましては、各園とも定員

と同数の募集人員を定めることといたしました。 

 次に、４歳児と５歳児につきましては、定員

の数から、平成29年８月１日現在の３歳児及び

４歳児の園児数を差し引いた数を募集人員とい

たしました。 

 なお、こども園の５歳児につきましては、定

員25名のところ、現在の４歳児が27名在籍して

おりますので０名としておりますが、２号認定

子どもが35名の定員に対し、現在27名の在籍と

なっておりますので、１号、２号を合わせまし

た60名を超えない範囲であれば入園は可能とし

たいと考えております。 

 以上、簡単な説明でございますが、ご審議の

ほど、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

質問をお伺いいたします。 

 私から。ちょっと確認ですが、こども園につ

いては、５歳児は募集ゼロなんですよね。ほか

の部分とくっつけてというのは何歳児のことで

すか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 ５歳児です。 

教育長（長谷雄二） 

 でもゼロということですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 差し引きからいきますと、25人の定員に対し

て27人在籍していますのでゼロという表示にな

るんですけども、２号の保育部分の子どもさん

が27名という在籍でして、そこの定員が35名あ

りますので、25と35で60名まで５歳児受け入れ

可能ということで、今現在、両方足して54名で

すので、あと残り６名は入園可能かということ

で、もしご希望があれば入園可能というふうに

させていただきたいと考えてございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ですよね。ということは、このゼロというの

は。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 
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 募集要項のところでは若干名という形にする

予定です。 

教育長（長谷雄二） 

 なるほど。はい、わかりました。理解いたし

ました。 

 どうでしょうか、委員の皆様。よろしいです

か。 

 それでは、ご意見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） 

 それでは、異議なしと認めます。 

 日程第２、議案第12号、平成30年度市立幼稚

園・こども園募集人員の設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19号、大阪狭

山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例及び大阪狭山市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る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。 

 浜口課長。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、大阪狭山市放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について、ご説明させていただきます。 

 まず、改正の理由ですが、国家戦略特別区域

法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法

律の施行に伴い、放課後児童支援員、家庭的保

育者の資格等に関する規定について、国家戦略

特別区域法を引用する各条例の規定につきまし

て、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の概要でございますが、議案書９

ページをお願いいたします。 

 第１条の大阪狭山市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正につきましては、新旧対照表のとおり、

第１条第３項第１号中の放課後児童支援員の資

格等に関する規定について、国家戦略特別区域

法の一部改正により条ずれが生じたため、引用

する条項を「第２条の４第２項」から「第２条

の５第２項」に改めるものでございます。 

 次に、議案書10ページをお願いいたします。 

 第２条の大阪狭山市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

につきましても、新旧対照表のとおり、第24条

第２項中の家庭的保育者の資格等に関する規定

について、第１条と同様に、国家戦略特別区域

法の一部改正により条ずれが生じたため、引用

する条項を「第２条の４第２項」から「第２条

の５第２項」に改めるものでございます。 

 最後に、施行期日ですが、議案書11ページの

とおり、国家戦略特別区域法及び構造改革特別

区域法の一部を改正する法律附則第１条に規定

する政令で定める日からとします。 

 以上、簡単な説明ですが、ご審議のほど、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、ご質問、ご意見ご

ざいませんでしょうか。 

 それでは、ご意見等ないようです。 

 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３、報告第19号、大阪狭山市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例及び大阪狭山市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

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20号、大阪狭
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山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

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。 

 浜口課長。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、大阪狭山市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、ご説

明させていただきます。 

 まず、改正の理由でございますが、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則

の一部を改正する内閣府令が平成29年４月１日

に施行され、支給認定証の交付に係る手続等が

改められました。 

 また、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律が平成30年４月１日から施行されるこ

とにより、就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が

改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの

でございます。 

 次に、改正の概要でございますが、議案書14

ページをお願いいたします。 

 まず、第８条につきまして、特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準が改められたことに伴い、特定教育・保育施

設は、保護者から特定教育・保育の提供を求め

られた場合、必要に応じて支給認定証による支

給認定の有無、小学校就学前子どもの区分、支

給認定の有効期間、保育必要量等を確認するこ

ととなり、また、保護者が支給認定証の交付を

受けていない場合にあっては、子ども・子育て

支援法施行規則第７条第２項に規定する利用者

負担額に関する事項に関する通知により確認す

ることとなります。 

 これは、子ども・子育て支援法施行規則の一

部改正により、現在全ての保護者に対して交付

しております支給認定証を、申請に基づき希望

する保護者に対してのみ交付することとなった

ことによるものでございます。 

 次に、第15条第１項第２号につきましては、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部改正により条

ずれが生じましたので、引用する条項を「第９

項」から「第11項」に改めるものでございます。 

 最後に、施行期日は公布の日からとし、第15

条の改正日につきましては、平成30年４月１日

からといたします。 

 以上、簡単な説明ですが、ご審議のほど、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、ご質問、ご意見等

ございませんでしょうか。 

 簡単に言うと、今までは、支給認定証を希望

すれば、見せなければならなかったのですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 今までは全ての方に支給認定証を交付してお

りまして、保育所とか認定こども園を利用され

る際に施設側から受給資格を確認するというこ

とで、支給認定証の提示を求められた場合は提

示をしていたんですけれども、支給認定証のあ

り方自体が、その活用もなかなかなされていな

いと、支給認定証自体もそういう確認作業自体

がほとんどなされていないというような実情も

ありますので、まず支給認定証は必要な方にだ

け交付させてもらうと。支給認定証を持たない

方、交付を希望されていない方につきましても、

利用者負担額の通知にあわせて保育の必要性で

あるとか支給認定の内容を明示したものをお渡

しして、施設側は必要に応じてということで、

もちろん市は全ての方、認定されている人は把

握できていますので、施設側は必要があればそ
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ういう形で確認をすると改められております。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。 

 簡単に言えば、支給認定証を失うということ

もあるということですね。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 そうです。 

教育長（長谷雄二） 

 そうなると手続が非常に煩雑になるので。 

 支給認定証の様式はＡ４の大きさですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 そうです。 

教育長（長谷雄二） 

 ということは、カード型ではないので紛失す

る可能性もあるということですか。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 そうですね。保管されていらっしゃらない場

合も多々ありますので、再交付の申請をしてい

ただいて、また改めてお渡しするんですけれど

も、なかなか使う場面も少なくなっていますの

で、任意交付かという形になっております。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 よろしいですかね。 

 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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第４、報告第20号、大阪狭山市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める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５、報告第21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。 

 北野課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、報告第21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）についてご説明いたします。 

 資料は、15ページから16ページまでとなって

ございます。ご参照ください。 

 まず、歳入でございますが、府支出金といた

しまして、教育費委託金16万2,000円の増額補

正でございます。 

 次に、歳出でございますが、教育費といたし

まして、教育指導費16万2,000円、幼稚園費423

万8,000円、合計440万円の減額補正でございま

す。 

 詳細内容につきましては、各担当グループか

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） 

 学校教育グループが担当するものは、人権教

育研究推進事業です。 

 この事業は、本市教育委員会が大阪府教育委

員会の委託を受けて実施するものです。南第一

小学校を指定校とし、人権教育の研究を推進し

ます。今年度が初年度で、来年度までの２年間

の事業となっております。具体的には、大学教

授等の助言を受け、学校全体で日常的に人権教

育を推進していきます。そして、公開授業等を

行って市全体へ広げていきます。 

 金額として、内訳としましては、講師謝礼が

７万円、旅費の費用弁償が8,000円、消耗品等

として８万4,000円となっております。６月補

正に間に合わず、９月補正になっております。

よろしくお願いします。 

教育総務グループ課長（北野真也） 
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 続きまして、保育・教育グループからお願い

いたします。 

教育長（長谷雄二） 

 浜口課長。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 保育・教育グループでは、４月にグループ報

告でご報告させていただきましたとおり、南第

二幼稚園の幼保連携型認定こども園化につきま

しては、現在の大野台こども園の移転、建てか

えによることとなっておりますが、現在の幼稚

園用地を運営法人であります社会福祉法人簡修

会に貸与するため実測面積を算出する必要があ

りますので、用地測量を実施するもので、その

委託料として423万8,000円を計上するものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、今、２グループからの補正予算に

ついての説明でございましたが、ご意見、ご質

問等ございませんでしょうか。 

 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21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 

 

 

 

 

 

 

 

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 


