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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９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、本日の会議録の署名委員は、会議規則

第20条第２項の規定に基づき山崎教育長職務代

理者、長瀬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、主な報告についてご説明いたします。 

 ８月23日水曜日、社会を明るくする運動推進

委員会に出席いたしました。 

 ８月24日木曜日、大阪府都市教育委員会連絡

協議会第２回役員会に参加いたしました。 

 ８月27日、市制30周年記念ＮＨＫラジオ体操

会に参加いたしました。 

 ８月31日木曜日、ロータリークラブの講演依

頼がございまして、講演をいたしました。 

 ９月７日、部落解放同盟松原支部第50回定期

大会に参加いたしました。 

 ９月26日、大阪狭山市戦没者並びに殉職者合

同追悼式に参加いたしました。 

 以上、主な報告でございます。 

 今の報告につきましてご質問等ございません

でしょうか。 

 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13号、大阪狭山市指定文化財の指定について

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） 

 議案第13号、大阪狭山市指定文化財の指定に

ついてご説明申し上げます。 

 資料の２ページをごらんください。別紙で写

真もあわせてごらんいただければと存じます。 

 大阪狭山市半田にございます風輪寺のご本尊、

木造地蔵菩薩立像について、大阪狭山市教育委

員会が平成29年３月16日に大阪狭山市文化財保

護審議会に諮問しており、その答申を平成29年

９月４日にいただいたところでございます。 

 答申の結果は、「本文化財は、歴史的・学術

的に貴重であることが確認されたため、大阪狭

山市指定文化財として指定し、保護を図ること

が適当である」とのことでございます。 

 文化財の種別につきましては、有形文化財

（美術工芸品）、名称は木造地蔵菩薩立像、員

数は１躯、所在地は半田２丁目427番地、所有

者は慈光山風輪寺 代表者 宗田篤裕氏でござ

います。 

 そして、文化財保護審議会の所見といたしま

しては、木造地蔵菩薩立像は、大阪狭山市半田

地区にある融通念仏宗慈光山風輪寺の本尊であ

る。本堂内陣中央奥の厨子に安置されている。

像はヒノキ材かと思われる針葉樹の一木造で、

古色仕上げである。木心は像全面に外し、内ぐ

りはない。形跡は残るものの白毫はなく、目は

彫眼である。首は三道相、耳は耳朶環状である。

袈裟を通肩に着ける。一部後補が認められるも

のの、上記の構造や作風から、平安時代後期、

12世紀ごろに制作されたと推定できる。 

 以上より、「木造地蔵菩薩立像は、本市で確

認できる数少ない中世以前の美術工芸品であり、

本市の歴史を知る上で極めて貴重な文化財とい

える」との報告がございました。 

 この答申を受けまして、大阪狭山市文化財保

護条例第６条の規定に基づき、本文化財を本市

指定文化財に指定したいと考えておりますので、

ご審議よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの説明についてご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 
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教育長職務代理者（山崎貢） 

 高さはどれぐらいあるんですか。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓仁孝） 

 像高は80.2センチメートルでございます。 

教育長（長谷雄二） 

 これは、文化財指定されますと第何号になる

んですか。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓仁孝） 

 確認をさせてください。第９号でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 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） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第１、議案第13号、大阪狭山市指定文化

財の指定については承認されました。 

 続きまして、日程第２、報告第22号、平成28

年度（2016年度）大阪狭山市一般会計決算（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22号、平成28年度（2016年

度）大阪狭山市一般会計決算（教育委員会関

係）についてご説明をいたします。 

 資料は３ページから５ページまでです。 

 資料に基づきまして決算の概要につきまして

ご説明をいたします。 

 まず、４ページをごらんください。 

 一般会計でございますが、歳入総額では、前

年度よりも約５億700万円少ない191億7,814万

7,494円となりました。歳出総額では、前年度

よりも約２億1,600万円少ない186億7,832万

7,271円となっております。増減率では、歳入

でマイナス2.58％、歳出でマイナス1.1％、歳

入歳出差し引きではマイナス36.8％となってお

ります。 

 教育費の歳出総額は25億8,124万8,915円とな

っており、前年度より8.2％、約１億9,600万円

の増加となっております。 

 資料５ページの民生費では、歳出総額が79億

9,088万6,067円となっておりまして、うち、教

育委員会関係分として28億7,894万1,687円を支

出しており、増減率では前年度よりマイナス

2.8％、約8,200万円の減少となっております。 

 続きまして、科目別の主な増減要因について

ご説明をいたします。 

 教育費、教育総務費では、前年比で約2,900

万円増加しておりますが、これは給与改定等に

よる職員人件費の増額や、教育指導費において

は、支援教育事業の特別支援教育就学奨励費補

助金、英語教育支援事業の嘱託報酬及び業務委

託料の増額、また、発達障がい早期支援研究事

業の備品購入費等の増額によるものでございま

す。 

 次に、小学校費の約７億6,300万円の増加に

つきましては、小学校整備費における各小学校

へのエアコン設置工事費の約３億6,000万円、

第七小学校の教室棟の大規模改造工事費及び第

二小学校の給食用エレベーター改修工事費の約

４億1,000万円が主な要因でございます。また、

小学校管理費の増加につきましては、教職員向

けのコンピューターシステム端末機器の更新に

伴う増加でございます。 

 次に、中学校費の約３億8,600万円の減少に

つきましては、平成27年度の中学校整備費で第

三中学校の大規模改造工事に約３億7,000万円

を支出しておりますが、平成28年度は工事の完

了に伴い減少したものでございます。 

 次に、幼稚園費の約2,300万円の増加につき

ましては、東幼稚園外トイレ改修工事実施設計
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業務及び（仮称）狭山西こども園用地測量設計

業務の委託料の増加によるもので、幼稚園振興

費では、子ども・子育て支援給付事業の施設型

給付費の増加が要因となっております。 

 次に、社会教育費につきましては、図書館費

における図書館トイレ改修工事、文化財保護費

における狭山池測量調査業務委託料及び歴史文

化基本構想策定業務委託料、社会教育施設管理

費における社会教育センター耐震補強工事によ

る支出額の増加がございましたが、公民館費、

京都資料館費、市史編さん費においては、機器

借り上げ料や印刷製本費等で減少がございまし

たので、決算としてはこれらの差し引きにより

約1,300万円の増加となっております。 

 保健体育費の約２億4,700万円の減少につき

ましては、前年度に総合体育館管理費で支出し

ました総合体育館トイレ改修工事費及び学校給

食施設管理費で支出しました学校給食センター

の第１期改修工事費が当該工事の完了に伴い減

少したことが主な要因でございます。 

 右のページに移りまして、民生費の児童福祉

費の約8,200万円の減少につきましては、児童

福祉総務費において民間保育園運営費等補助金

の減少、また、子育て世帯臨時特例給付金給付

事業費において特例給付金の減少が主な要因で

ございまして、また、平成28年度において、放

課後児童健全育成事業費で、第七放課後児童会

プレハブ教室建設工事費の支出、子育て支援セ

ンター費で子育て支援センター新設工事設計業

務委託料や、利用者支援事業費の増加がござい

ましたが、決算としては差し引き約8,200万円

の減少となっております。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、

報告といたします。 

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、

ご質問等ございませんでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 もうこれは議会のほうでも承認されているん

ですね。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 今９月議会におきましては、通常であれば決

算認定は済んでおるんですけれども、今議会に

ついては継続審査ということで、引き続くとい

う結果になりました。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 特に総務文教で何かこの決算について質問と

か、何か特徴的な質問なんかはございませんで

したか。 

教育長（長谷雄二） 

 北野課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 教育費全般につきましては、特に例外的な質

問等はございませんでした。 

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22号、平成28年度（2016年

度）大阪狭山市一般会計決算（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３、報告第23号、市立西

幼稚園の幼保連携型認定こども園化にかかる事

業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。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、報告第23号、市立西幼稚園の幼保

連携型認定こども園化にかかる事業者の決定に

ついてご説明させていただきます。 

 ６月の教育委員会でご報告させていただいて

おりました（仮称）狭山西こども園、市立西幼
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稚園の認定こども園化の設置運営事業者の決定

についてご報告させていただきます。 

 学校法人大谷学園と社会福祉法人光久福祉会

からそれぞれ応募があり、８月４日と８月28日

に幼保連携型認定こども園設置運営事業者選考

委員会で審査のほうをお願いし、８月28日付で

議案書８ページ、９ページにございます市立西

幼稚園を幼保連携型認定こども園化にかかる事

業計画の審査結果についてのとおり、学校法人

大谷学園を推薦す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、学校法人大谷学園

の（仮称）大谷こども園整備計画を採用するこ

ととし、市長決裁の上、８月31日付で同法人に

計画の採用を通知したところでございます。 

 計画の概要でございますが、議案書７ページ

の市立西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。 

 主な概要といたしまして、まず、定員は、１

号認定、教育利用の３歳から５歳児が75人、２

号認定、保育利用の３歳から５歳児も75人、３

号認定、保育利用の０から２歳児が51人の合計

201人で、建物は鉄骨造２階建て、延べ床面積

1,774平方メートルとなっております。 

 お手元にＡ３のカラーのイメージ図を配付さ

せていただいております。そちらのほうをごら

んいただけますでしょうか。 

 １枚目と２枚目が大谷こども園の模型写真と

なってございます。１枚目は敷地の東側から、

２枚目は西側からのイメージとなっております。

なお、３枚目につきましては、既に決定してお

ります南第二幼稚園の後に移転する大野台こど

も園のイメージ図となっております。 

 今後のスケジュールですが、来年２月に施設

整備の補助金の協議を行い、幼稚園の卒園式が

終わりましたら建物の解体撤去工事を行い、来

年６月ごろから運営法人におきまして施設の整

備工事を行い、平成31年４月の開園に向けて準

備を進めてまいります。 

 以上、簡単な説明ですが、ご報告とさせてい

ただきます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの担当の説明について、

ご意見、ご質問等をお伺いいたします。ござい

ませんか。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 １号認定が、教育利用が25名と保育利用が、

25名ということで。これは合わせたら50名を、

２クラスで行うということですか。 

保育・教育グループ課長（浜口亮） 

 学級数につきましては、３歳児につきまして

は、50人入った場合につきましては３学級の予

定をしておりまして、４歳児、５歳児につきま

しては２学級ずつということで認定しておりま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 この人数というのは、いわゆる本市の現状の

こども園に比べたらどのぐらいの規模になりま

すか。 

保育・教育グループ課長（浜口亮） 

 本市の市立こども園につきましては、２号、

３号認定の定員が151人ございますので、１号

認定は75人と同数でございます。ですが、合計

でいきますと、市立こども園のほうが定員のほ

うは大きくなっております。 

教育長（長谷雄二） 

 南第二も認定こども園、同時開設ということ

になります。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 では、こども園に比べると、ここに入る子ど

もは、ゆったりした感じになるのでしょうか。 

保育・教育グループ課長（浜口亮） 
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 大谷こども園さんの施設は、ごらんの模型の

とおり非常にゆったりとした建物で計画してい

ただいております。ただ、定員がやはり少ない

ですので、そういう意味でもゆったりした形に

はなるのかなと考えております。 

教育長職務代理者（山崎貢） 

 ということは、この南第二のほうを見ても、

なかなか夢のある建物になりそうなので、こど

も園もちょっといろいろ整備を考えていかなけ

ればなりませんね。 

教育長（長谷雄二） 

 今のご質問、担当のほう、説明してください。 

保育・教育グループ課長（浜口亮） 

 ご指摘のとおり、建物が２つとも大変古くな

っておりますので、私個人、担当としましては

建てかえていかなければと思っておりますけれ

ども、なかなか今すぐにはということになりま

すので、補修を計画的にやっておりますので、

できるだけ長く使って、きれいにしていきたい

なと思っています。 

教育長（長谷雄二） 

 委員おっしゃられるように、今回、再来年に

２園開園したら、当然市民の関心も高まる中で、

市立こども園との施設設備等についての優位さ

というか、そのあたりが明らかになるというこ

ともあって、当然担当部署としては、今後のこ

ども園の施設改修等々については適宜考えてい

くという方向になっています。 

 ほか、どうでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見等ないようですので、

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23号、市立西幼稚園の幼保

連携型認定こども園化にかかる事業者の決定に

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。 

 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
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