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                午前10時00分    開議 

                市役所３階  第１会議室 

 

出席委員（５名） 

  長谷 雄二  教育長 

  山崎 貢   教育長職務代理者 

  長瀬 美子  委員 

  田川 宜子  委員 

  河合 洋次  委員 

 

出席事務局の職員 

  山﨑 正弘  教育部長 

  酒匂 雅夫  教育部理事 

  松本 幸代  こども政策部長 

  谷  義浩  教育部次長兼歴史文化グループ課長 

  尾島 肇   教育部副理事兼学校教育グループ課長 

  北野 真也  教育総務グループ課長 

  寺本 芳之  学校給食グループ課長 

  酒谷 由紀子 学校教育グループ参事 

  隅田 よし子 学校教育グループ参事 

  上尾 悦男  社会教育・スポーツ振興グループ参事 

  谷 富二男  子育て支援グループ兼保育・教育グループ参事 

 

書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ課長補佐 

  平井 大地 教育総務グループ主事 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第５号 大阪狭山市立小学校及び中学校の管理運営に関する 

           規則及び大阪狭山市立幼稚園の管理運営に関する規 

           則の一部を改正する規則について 

日程第２ 議案第６号 社会教育委員の委嘱について 

日程第３ 報告第９号 大阪狭山市立第三中学校大規模改造(特別教室棟他) 

           工事について 

日程第４ 報告第10号 大阪狭山市立学校給食センター改修工事（３期）に 

           ついて 

日程第５ 報告第11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の一部を改正する条例に 

           ついて 

日程第６ 報告第12号 大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例の一部を改正 

           する条例について 

日程第７ 報告第13号 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８ 報告第14号 平成30年度（2018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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教育部長（山﨑正弘） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、平成30年第５回教育委員会定

例会議を始めさせていただきますが、議案に入

ります前に、このほど教育長の任期満了に伴い

まして、５月14日に開かれました市議会の開会

議会におきまして、長谷教育長が再任されまし

たことにつきましてご報告をさせていただきま

す。 

 再任に当たりまして、教育長から一言ご挨拶

をいただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、失礼します。おはようございます。 

 今、部長からご報告ありましたように、議会

の選任同意の議決を経て、一昨日、市長から教

育長２期目の任命書を拝受いたしました。委員

の皆様には、今後これまで同様指導鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げまして、本当に甚だ簡

単ではございますが挨拶といたします。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

教育部長（山﨑正弘） 

 どうもありがとうございます。 

 では、引き続きまして議案に入っていきたい

と思いますので、教育長、よろしくお願いいた

します。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまより平成30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、河合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。 

 主な活動報告について述べさせていただきま

す。 

 ５月６日、日曜日、大阪狭山市民体育大会に

出席いたしました。 

 ５月８日、大阪府都市教育委員会連絡協議会

定期監査の職務を行いました。 

 同日、平成29年度大阪府都市教育委員会連絡

協議会第３回役員会に出席いたしました。 

 ５月６日から５月23日にかけまして、市内小

中学校を教育部理事と訪問いたしました。 

 内容につきましては、校長面談及び転任者、

新任教員等の授業視察ということでございます。 

 ５月12日土曜日、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。 

 ５月16日から５月18日にかけまして、全国都

市教育長協議会岩手県一関大会に参加いたしま

した。 

 以上、主な報告でございます。 

 私の今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。 

 ありがとうございます。 

 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５号、大阪狭山市立小学校及び中学校の管理

運営に関する規則及び大阪狭山市立幼稚園の管

理運営に関する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。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長    

（尾島肇） 

 失礼いたします。 

 資料の１ページをごらんください。 

 議案第５号、大阪狭山市立小学校及び中学校

の管理運営に関する規則及び大阪狭山市立幼稚

園の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則について、次のとおり提出いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 大阪狭山市立小学校及び中学校の管理運営に
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関する規則及び大阪狭山市立幼稚園の管理運営

に関する規則の一部を改正する規則。 

大阪狭山市立小学校及び中学校の管理運営に関

する規則昭和33年大阪狭山市教育委員会規則第

12号の一部改正。 

 第１条、大阪狭山市立小学校及び中学校の管

理運営に関する規則昭和33年大阪狭山市教育委

員会規則第12号の一部を次のように改正する。 

 第２条中第29条を第29条第１項に改める。 

 大阪狭山市立幼稚園の管理運営に関する規則

平成20年大阪狭山市教育委員会規則第９号の一

部改正。 

 第２条、大阪狭山市立幼稚園の管理運営に関

する規則の一部を次のように改正する。 

 第２条中第29条を第29条第１項に改める。 

 附則、この規則は、交付の日から施行する。 

 これに関しまして、資料３ページに小学校及

び中学校の、それから４ページに幼稚園の管理

運営規則の新旧対照表をお示ししております。 

 これらの規則の一部改正は、本年度からのい

わゆるキッズウィーク実施を受けて学校教育法

施行令の一部が改正されたことによりまして、

学校教育法施行令を引用する大阪狭山市立小学

校及び中学校の管理運営に関する規則と大阪狭

山市立幼稚園の管理運営に関する規則の内容を

一部改正するものでございます。 

 学校教育法施行令の一部改正は、平成29年９

月13日に公布され、当日施行されております。 

 本改正の公布は、市議会最終日の６月25日に

合わせて公布させていただきたいと考えており

ます。 

 以上、ご審議につきまして、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、ご質問等

ございませんでしょうか。 

教育部長（山﨑正弘） 

ちょっと背景みたいなんがあれば、補足的に説

明していただければ。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長     

（尾島肇） 

 この学校教育法施行令が改正されたいきさつ

としましては、大人と子供が向き合う時間を確

保するために、学校休業日を分散化したり、ま

た有給休暇の取得を促進するキッズウィークと

いうものが、平成30年度から進めていきましょ

う、今年度から進めていきましょうということ

を受けまして、昨年９月にこの学校教育法施行

令が改正されました。 

 改正の中身としましては、これまで29条はも

うそこ、それだけ、第１項のみだったんですが、

第１項と第２項というものがこのたび新たにで

きまして、第29条と呼ぶだけではどちらを指し

ているのかわからないので、第29条の第１項を

引用してくださいという書きように改める必要

が出てまいりましたので、このたび学管規則の

ほうも改正させていただきたいということでご

ざいます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の補足説明も含めまして、ご

意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 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５号、大阪狭山市立小学校

及び中学校の管理運営に関する規則及び大阪狭

山市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則については承認されました。 

 引き続きまして、日程第２、議案第６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。 
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社会教育・スポーツ振興グループ参事 

（上尾悦男） 

 日程第２、議案第６号、社会教育委員の委嘱

についてご説明申し上げます。 

 ５ページをごらんください。 

 議案第６号、社会教育委員の委嘱について。 

 社会教育委員の委嘱について、次のとおり提

出する。 

 平成30年（2018年）５月24日提出。 

 大阪狭山市教育委員会教育長長谷雄二。 

 ６ページをごらんください。 

 現在の社会教育委員の任期は、平成29年５月

１日から平成31年４月30日の２年間でございま

すが、今回、ＰＴＡ連絡協議会の代表者変更に

伴い、薮内宏委員より坂本洋志委員に変更とな

ります。 

 任期につきましては、社会教育委員条例第３

条、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする

により、平成31年４月30日までとなります。 

 なお、委嘱の年月日につきましては、ＰＴＡ

連絡協議会の総会において正式に代表者が決ま

ることから、総会の開催日である平成30年５月

27日を予定いたしております。 

 以上、簡単な説明でございますが、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、ご質問ございませんでしょうか。 

 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２、議案第６号、社会教育委員の委嘱

については承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第９号、大阪狭

山市立第三中学校大規模改造（特別教室棟他）

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。 

 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９号、大阪狭山市立第三中

学校大規模改造（特別教室棟他）工事の請負契

約につきましてご説明をいたします。 

 資料につきましては、７ページから８ページ

までとなってございます。 

 市立第三中学校大規模改造工事につきまして

は、今月22日に入札が行われまして、５月23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、住所が大阪市

浪速区湊町１丁目４番38号の大日本土木株式会

社大阪支店でございます。 

 契約金額は、税込みで３億5,629万920円でご

ざいまして、契約金額が議会の議決を必要とい

たします１億5,000万円を超えておりますので、

６月定例月議会に議案提出をさせていただきま

して、議会の議決を得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30年11月２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５月31

日を予定としております。 

 工事の主な内容につきましては、第三中学校

特別教室棟の屋上防水の改修、内装改修、建具

改修及び電気・機械等の設備改修工事でござい

まして、その他体育倉庫、プール管理棟、部室

の改修も本工事に含んでございます。 

 説明は以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の説明について、ご質問等ご

ざいませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 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承認することにご異

議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第３、報告第９号、大阪狭山市立第三中

学校大規模改造（特別教室棟他）工事について

は承認されました。 

 続きまして、日程第４、報告第10号、大阪狭

山市立学校給食センター改修工事（３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） 

 失礼します。 

 それでは、日程４、報告第10号、大阪狭山市

立学校給食センター改修工事（３期）について

ご説明をいたします。 

 資料は、議事日程の９ページから10ページで

ございます。 

 市立学校給食センター改修工事（３期）につ

きましては、10ページにございます業者と、先

ほどの第三中学校の校舎と同様に５月23日付で

仮契約を締結しております。 

 契約の相手方は、タツト建設株式会社。住所

は、大阪市西区江戸堀１丁目25番30号です。 

 契約の金額は、１億8,275万40円です。契約

金額は、議会の議決を必要としますので、６月

定例議会に議案提出させていただきまして、議

会の議決を得た後に本契約となります。 

 工期は、議会の議決日の翌日から平成31年１

月31日までです。 

 工事内容につきましては、会議室改修工事、

空調設備設置工事、貯湯槽更新工事、調理機器

更新工事、換気設備設置工事、照明機器更新工

事等でございます。 

 工期につきましては、平成31年１月31日とし

ておりますが、夏休みの期間中の学校給食のな

い時期に給食の運営に支障のないように完了す

るように進めていく予定でございます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の説明について、ご質問ござ

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10号、大阪狭山市立学校給

食センター改修工事（３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11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。 

社会教育・スポーツ振興グループ参事 

（上尾悦男） 

 日程第５、報告第11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

定める条例の一部を改正する条例についてご説

明申し上げます。 

 12ページをごらんください。 

 今般、国の放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後

児童支援員の資格要件の整備及び拡充を図るた

め、所要の改正を行うものであります。 

 改正の概要といたしましては、放課後児童支

援員の資格要件について２点の改正を行います。 

 13ページの新旧対照表をごらんください。 

 １点目は、第11条第３項第４号の学校教育法

の規定により「幼稚園、小学校、中学校、高等

学校または中等教育学校の教諭となる資格を有

する者」から、新しいほうは「教育職員免許法

（昭和24年法律第147号第４条）に規定する免

許証を有する者」に改正いたします。これは、

教員免許証の更新を受けていない場合の取り扱
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いを明確にするため、趣旨により整合した表現

へと変更するものであります。 

 ２点目は、第11条第３項第10号を次のように

新設いたします。 

 ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した

者であって、市長が適当と認めた者。このこと

により、高校を卒業していない方も放課後児童

支援員となることができるよう、放課後児童支

援員の基礎資格を拡大するものであります。 

 以上、簡単な説明ではございますが、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、いかがでし

ょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 これまで本市において、その指導員、支援員

においては、これに該当するような方がおられ

たのでしょうか。 

社会教育・スポーツ振興グループ参事 

（上尾悦男） 

 支援員につきましては、うちは、今まで国に

準じておりまして、何らかの教員資格等を有し

てはる方を一応採用しているというところにな

ります。 

 ただ、支援補助員さんにつきましては、特に

その資格要件ございませんでした。 

 今後は、支援補助員さん等で、例えば５年以

上経験を積まれて、有能な方がおられれば、支

援員さんのほうにまた採用もできるかなという

ところで、支援員さんの裾野が広がるのかなと

いうことで考えております。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 よくわかりました。最近、指導員さんとか支

援員さんの確保が非常に難しい問題になってい

るので、こういう項目があれば、広い範囲から

活用できる。結構だと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 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、他にご意見、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５、報告第11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６、報告第12号、大阪狭

山市立幼稚園設置に関す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。 

 谷参事。 

子育て支援グループ兼保育・教育グループ参事

（谷富二男） 

 報告第12号、大阪狭山市立幼稚園設置に関す

る条例の一部を改正する条例について説明いた

します。 

 改正の理由につきましては、一番最初の議案

第５号のキッズウィークに関係するものです。 

 16ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 第15条で、幼稚園の休業日を定めております

が、第29条とありますのを、第29条第１項に改

めるものでございます。 

 これにつきましては、６月定例月議会に提案

をさせていただく予定でございます。 

 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、ご質問ご

ざいませんね。 

 それでは、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。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第６、報告第12号、大阪狭山市立幼稚園

設置に関す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７、報告第13号、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。 

 谷参事。 

子育て支援グループ兼保育・教育グループ参事

（谷富二男） 

 報告第13号、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申し上げます。 

 改正の理由でございます。家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令が、平成30年４月27日に公布され、同日施

行されたことに伴いまして、同基準を引用する

本条令について所要の改正を行うものでござい

ます。 

 そもそも、この省令改正につきましては、地

方からの提案を受けて国が採択したものという

ことで、基準を緩和することによって、待機児

童対策を進めようとするものでございます。 

 新旧対照表によりまして内容説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 20ページ、21ページをお願いいたします。 

 説明に入ります前に、ちょっとミスプリント

がありますので、訂正をお願いします。 

 第７条の旧のほうですね。改正前のほうに、

（３）「略」というのが抜けておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 第７条は、保育所、幼稚園、認定こども園と

いう連携施設の確保を規定しております。今回

の改正によりまして、代替保育に係る連携施設

の確保が著しく困難な場合の例外規定を設ける

ものでございます。 

 第２項で、その要件として、連携協力を行う

者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の資

材が明確にされていること。連携協力を行う者

の本来の業務の遂行に支障がないようにするた

めの措置が講じられていることというのを定め

ております。 

 第３項で、連携協力を行う者の要件を定める

もので、日ごろの保育以外の場所。ですから、

全然違うところで代替保育をする場合において

は、小規模保育Ａ型、Ｂ型の事業者、または事

業所内保育事業者ということで規定をしており

ます。 

 日ごろの保育を行う場所で代替保育―人が来

てそこで保育を行うという場合ですね。その場

合については、これら、先ほど言いました小規

模保育Ａ型、Ｂ型の事業者、または事業所内保

育事業者と同等の能力を有すると市が認める者

をそれぞれ確保することをもって代替保育の提

供に係る連携施設の確保に該当ができるという

規定でございます。 

 続きまして、21ページの食事の提供の特例で

す。食事につきましては、自園調理を原則とし

ております。例外として、第17条において、施

設からの搬入を認めているところでございます。 

 これまで搬入施設は、連携施設と家庭的保育

事業者等と同一の法人が運営する小規模保育、

事業所内保育の事業所、社会福祉施設、医療機

関等と定めております。 

 ただ、家庭的保育につきましては、個人でや

っている場合が多いということで、なかなかこ

ういう搬入施設というのは該当しないというこ

とで、今回の改正によりまして、保育者の居宅、

ですから、自宅で家庭的保育を行っている場合

に限って、保育所等から調理業務を受託してい

る業者さんが、業者さんで市長が適当と認める
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者につきましては、外部搬入できるという規定

を加えるものでございます。 

 続きまして、22ページの附則について説明さ

せていただきます。 

 附則におきまして、先ほど言いました家庭的

保育、自宅で家庭的保育を行うものに限って、

自園調理を行うための必要な体制を確保すると

いう努力義務を課しながら、自園調理に関する

規定の適応を猶予する経過措置期間をこの条例

の施行日、平成27年４月に施行しておりますの

で、それから10年間設けるということにしてお

ります。 

 最後に、この条例の施行日につきましては、

公布の日ということで、これも６月議会に提案

をさせていただく予定でございます。 

 よろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの説明について、いかがでしょうか。

ご質問ございませんでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 本市においては、家庭的保育事業者というの

は、どれぐらいいてるんですか。 

子育て支援グループ兼保育・教育グループ参事

（谷富二男） 

 この条例は、家庭的保育者等ということで幾

つかあるんですけれども、家庭的保育事業その

ものをやっているところはございません。 

 この中で１つだけあるのが、小規模保育Ａ型

という定員19人までの事業なんですが、そこが

１件だけということで。そこもちょっと経営的

にはかなり厳しい状況になっていると。保育所

をつくったら、そちらのほうに子どもさんは行

くということで、待機児童を、待機児童が出て

いるということであればそういうところも利用

しようかなという方もおられるかもわかりませ

んが、今のところ12人の定員で７人ぐらいとい

うことで、ちょっと経営難しい状況かなという

ふうなところです。 

 ですから、市の中で今後これがふえていくか、

規制緩和したからふえていくかといっても、ち

ょっと難しいかなと思っております。 

教育委員（山崎 貢） 

 やっぱり、親にしたら、どっちかというと保

育所のほうに行かせたいのですか。 

子育て支援グループ兼保育・教育グループ参事

（谷富二男） 

 そうですね。２歳までということになります

ので、先々のことを考えると、やっぱり保育所

に、あるいは認定こども園に預けたい。兄弟関

係がおる人は余計にそういう形になるかなと。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 事情は十分理解していますが、実際にそうい

う事業者が出てきた場合に、一定の緩和はしま

すけれども、何分乳幼児の食事のことですので、

きちんと衛生的かつ適した物を提供していただ

けるように、市のほうからもきちんと指導、助

言をお願いしたいと思います。 

 事情はよく理解しておりますけれども、お願

いします。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、わかりました。 

 ほか、どうでしょうか。 

 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７、報告第13号、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
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れました。 

 続きまして、日程第８、報告第14号、平成30

年度（2018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14号、平成30年度（2018年

度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会

関係）につきましてご説明をいたします。 

 資料につきましては、24ページから26ページ

までとなります。 

 まず、25ページをごらんください。 

 認定こども園の施設整備事業でございますが、

平成30年度から31年度までの期間において限度

額を７億9,000万円として債務負担行為補正を

行うものでございます。 

 次に、26ページをごらんください。 

 歳入でございますが、国庫補助金といたしま

して、民生費国庫補助金の子ども・子育て支援

整備交付金が246万2,000円の減額補正、教育費

国庫補助金の理科教育設備等補助金が33万

3,000円の増額補正でございます。 

 次に、府補助金のうち、民生費府補助金の大

阪府安心こども基金特別対策事業費補助金で

300万円の増額、子ども・子育て支援整備交付

金で1,434万5,000円の減額補正でございます。 

 続きまして、教育費府補助金でございますが、

大阪府認定こども園施設整備費補助金で1,753

万2,000円の減額補正、教育費委託金の道徳教

育推進事業費府委託金で20万円の増額補正とな

っております。 

 以上、差引合計といたしまして、3,080万

6,000円の減額補正でございます。 

 次に、歳出でございますが、まず、民生費と

いたしまして、児童福祉総務費の民間保育園等

施設整備費補助金で5,157万9,000円の減額補正、

子育て支援センター費の（仮称）第２子育て支

援センター新設工事費で1,223万8,000円の増額

補正でございます。 

 次に、教育費といたしまして、教育指導費の

うち、研修会講師謝礼で６万円の増額、消耗品

で14万円の増額補正でございます。 

 以上、差引合計といたしまして、3,914万

1,000円の減額補正となっております。 

 歳入歳出の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、保育・教育グループからよろしくお

願いいたします。 

子育て支援グループ兼保育・教育グループ参事

（谷富二男） 

 まず、債務負担から説明をさせていただきま

す。 

 ７億9,000万ということですが、これにつき

ましては、今年度、整備につきましては単年度

事業ということで考えておりました。（仮称）

大谷こども園と大野台こども園の整備というこ

とです。大谷こども園につきましては今年度中

に終わるということなんですが、大野台こども

園につきましては、今の旧園舎、今使っている

園舎の解体までを含めて１つの事業ということ

でしておりますので、その解体については来年

度ということになるというのが、法人とか、あ

るいは国への協議で詰めてきた中でそういう決

定をさせていただきました。 

 予算につきましては、もともと総額で８億か

ら持っておりましたので、その中で回る予定や

ったんですが、次年度に送るために今回減額補

正をさせていただくということと、来年度もそ

の予算の確保ということで、あわせてこの事業

について７億9,000万、若干下がりますが限度

額ということで設定をさせていただくと。大野

台だけの分なんですが、予算としては全体とい
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うことになりますので、5,000万減額、来年度

は5,000万まではいかないというような予定に

なっております。 

 それと、入のほうで何点かありますので、説

明をさせていただきますと、一番上の子ども・

子育て支援整備交付金というのは、そのこども

園の中に放課後児童健全育成事業の部屋をつく

っていただくということで、それの、一番上が

国庫補助金。府支出金のほうに移りまして、大

阪府安心こども基金特別対策事業費補助金、こ

れが300万増額となっておりますが、これは保

育の分です。 

 続きまして、子ども・子育て支援整備交付金。

これが大阪府の持ち分である放課後健全育成事

業の補助金です。 

 その下の大阪府認定こども園施設整備補助金。

これが幼稚園部分、教育部分に関する補助金と

いうことで、今回のこども園整備につきまして

は、この３つの補助金を活用してやっていくと

いうことで、全て内示をいただいているところ

でございます。その内示の条件、内示の状況を

あわせまして、今回、支出のほうで言いますと、

民間保育園等施設整備費補助金を5,157万9,000

円。今年度分ということで減額をさせていただ

くものでございます。 

 以上でございます。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 続いて、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兼保育・教育グループ参事

（谷富二男） 

 （仮称）第２子育て支援センターにつきまし

ては、現在工事を行っています。基礎工事の施

工の際に、基礎部分の土を搬出しまして基礎を

施工するのですが、用地の北東部の池跡を実際

に掘ってみますと、そこの土には池跡でありま

すことから、土質が汚泥であったり、粘土であ

ったり、またコンクリート片やらが混ざってい

る土地がございました。当初の設計では、建築

残土として土の搬出を予定しておりましたが、

汚泥につきましては処分が必要ということで、

大阪府の指導を仰ぎますと、混ざっているもの

を取り除く作業よりも、処分するほうが効率的

かつ現実的であるということから、土の処分が

必要となりました。 

 処分する土の量ですが、250立米、約450トン

でございます。それとあわせて、池の底の軟弱

地盤につきましては、土が170平方メートル、

セメント23トン分の地盤改良が必要となりまし

た。このたび、1,223万8,000円を追加で補正い

たしまして、工事のほうに上乗せする予定でご

ざいます。よろしくお願いします。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 最後に、学校教育グループ、よろしくお願い

します。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長     

（尾島肇） 

 失礼します。 

 歳入の国庫支出金の理科教育設備整備等補助

金33万3,000円につきましてですが、これはも

ともと例年実施しております本市の理科支援員

事業で、平成30年度も100万円の予算を組んで

いるところなんですけれども、それに対して、

大阪府教育庁のほうから、１月に、その予算の

事業費の３分の１を国から補助を受けられる事

業について募集がありまして、それに手を挙げ

たところ、本年、平成30年４月９日に事業費が

内定したため、このように33万3,000円の補正

を組ませていただきました。 

 それから、府支出金の道徳教育推進事業費府

委託金につきましては、これも平成30年１月に

大阪府教育庁のほうから事業募集ございまして、

それについて３月に教育庁より内定があったた

め、補正を組ませていただきました。 
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 内容としましては、狭山中学校を研究指定校

といたしまして、道徳教育の充実や道徳教育推

進教師の指導力向上の取り組みを校内で行い、

さらにそれを市内に広めていくという事業でご

ざいます。 

 歳出につきましては、教育費の道徳教育推進

事業ということで、先ほどのこの府事業を報償

費として６万円、事業費として14万円の歳出を

予定しております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 以上、各担当のほうから具体的に今回の教育

委員会の補正予算の中身について説明をいただ

きましたが、ご質問等ございませんでしょうか。 

 この理科教育設備等補助金は、教育総務でや

っておられるので、これはいわゆる理科支援員

についてですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長     

（尾島肇） 

 理科支援員です。 

教育長（長谷雄二） 

 これは例年３分の１がつくんですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長     

（尾島肇） 

 例年つくかどうかはわからないので、単年度

の事業なんですけれども。 

教育長（長谷雄二） 

 これまではどうなっていますか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長     

（尾島肇） 

 昨年度から補助をもらっています。それまで

は市の単費のみで理科支援員をつけていました。 

 ただ、これが当面続きそうだという見込みが

あれば、見込みでもう予算に入れておいて、補

正を組まなくてもいいようにしたほうがいいの

か、それはちょっと検討しなければと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 ほか、委員さん、よろしいですか。 

 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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第８、報告第14号、平成30年度（2018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。 

 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。 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


