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教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまより平成30年第２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、田川委員を指名いたします。 

 続きまして、教育長報告をさせていただきま

す。一覧表にしておりますので、主な報告につ

きましてお話しさせていただきます。 

 １月29日、大阪府都市教育委員会研修会に河

合委員と出席をしました。 

 ２月３日、土曜日、教育タウンミーティング、

各教育委員さま、お疲れさまでございました。 

 翌日、２月４日、日曜日、南大阪駅伝大会に

出席いたしました。 

 ２月10日、土曜日、南河内ブロック青少年指

導員連絡協議会研修会で挨拶をいたしました。 

 ２月14日、水曜日、平成29年度市町村教育委

員会教育長・学校教育指導主管部長会議に参加

しました。内容は、大阪府の教育にかかわる来

年度予算の説明が主なものでございます。 

 以上、主なご報告でございます。 

 ただいまの報告につきまして、委員の皆様、

ご意見、ご質問等は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１号、平成30年度大阪狭山市保育教育指針

（案）についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 酒匂課長。 

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、大阪狭

山市保育教育指針、平成30年度について説明い

たします。 

 お配りしておりますのは、カラー版のものが

１枚です。そして、白黒版、29年度版が１枚と

なっておりますので、見比べていただければあ

りがたいと思います。 

 もとになります教育振興基本計画は変わって

おりませんので、保育教育指針も大きく変える

ものではないと思います。ただ、少し変えてい

るところがありますので、説明いたします。 

 まず、「さやまっ子の夢をふくらませる教

育」の下の「めざす子ども像」については変わ

っておりませんが、その下の「めざす保育・教

育活動のイメージ」のところで少し変えており

ます。 

 29年度版では、具体的な場面ということで、

「こんな子どもの姿が見られるように」という

書き方をしているんですけれども、それを「学

びの環境」と変えております。やはり園でも学

校でも環境を整えるというのが非常に大事だと

思いますが、ハード面はもうかなり整ってきて

おりますので、ソフト面の環境も整えましょう

というメッセージを込めて、このような案にし

ております。「集団づくり」、「保育・授業づ

くり」、「空間づくり」というあたりをつけ足

しておるところであります。 

 空間づくりについては、ユニバーサルデザイ

ンなども取り入れて、「わかりやすい環境」、

そして「わかりやすい授業」、「支え合う温か

い集団」ということで変えております。そうい

う環境を整えましょうというメッセージを込め

ております。 

 あとのところにつきましては、子どもに３つ

の力を向上させたい。学力、心の力、体力とい

うところは変わっていないですが、学力のとこ

ろでは、「外国語教育の充実」をつけ加えてお

ります。こういった３つの力を育てるために、

「学校力・園の力を向上させよう」と変えてお
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ります。 

 その下、取り組みの重点については、３つ目

のところを変えております。今年度は、「調査

の結果分析に基づくねらいを明確にしたカリキ

ュラムの編成」と書いているんですけれども、

30年度の案では、「新学習指導要領に基づく何

ができるようになるかを明確にした」と変えて

おります。これは、小学校・中学校の学習指導

要領が来年度から移行期間になることも踏まえ

て変えております。 

 その下の接続のところは大きく変えていない

んですが、小学校のところで少し変えておりま

す。小学校のところ、これまで「入学時」など

と書いていたんですけれども、今回、「低学年

では」、「高学年では」という形で12年間の接

続というのをより重視していこうというメッセ

ージを込めて、このように変えている案を作成

しておりますので、ご審議、どうぞよろしくお

願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 平成30年度の大阪狭山市保育教育指針の案に

ついて、担当からの説明でございました。 

 ただいまの説明、29年度、30年度との違いも

含め、何かご意見、ご質問等はございませんで

しょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

 言いたいことは本当によくわかるんですけれ

ども、表現を少し考えていただくといいなと思

うところを２点、申し上げます。 

 「学びの環境」のところで、「保育・授業づ

くり」は、本当に現場の気持ちは「どの子も飽

きない」だと思うんですが、やはり「飽きな

い」はちょっと後ろ向きだと思うので、「集中

できる」とか、「夢中になれる」とかにしても

らいたいと思います。前回は、「よい姿勢で集

中する子」だったので、集中という言葉でもい

いと思いますし、幼児教育からすれば、「夢中

になれる」がうれしいですけれども、小学校が

「夢中になれる」は適切でないのであれば、

「集中できる」とか「前向きに取り組める」と

かにしてほしいというのが一つです。 

 「空間づくり」も、結果として実践は、「す

っきりした教室とわかりやすい伝え方」だと思

うんですが、「学びの環境」、「空間づくり」

ということで言えば、配慮の要る子も含めて、

「快適で安心」ということが要るかなと思って

います。どの子もその教室の中で落ち着いて過

ごすことができて、学習や活動に取り組みやす

いということで、それが結果としては、「整備

された教室とわかりやすい伝え方」にはなると

思うんですが、環境ということで言えば、快適

と安心、「どの子にとっても快適で安心な教室

や保育室」ということが要ると思うので、その

結果として、それが「すっきりした教室やわか

りやすい伝え方」になるのは構いませんが、要

望としては、「快適」とか「安心」とか、先ほ

どの「集中」という言葉が入ると、29年度を発

展させた形でいいのではないかと思います。お

願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 今の長瀬委員の意見も含めまして、ほかには

いかがでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 全く同じことです。今、読ませてもらって、

さっきの「飽きない」という言葉、それから

「すっきりした」、この２点、どうも指針とし

てはそぐわないな、少し心情的過ぎるかなとい

う、現場の中ではそんな雰囲気でやっていただ

いたらいいと思いますが、指針の中には少し何

か当てはまらない感じがするので、先ほど長瀬

委員が言っていただいたような表現に変えてい

ただくと、私もすっきりします。 

教育長（長谷雄二） 
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 ほか、どうでしょうか。 

教育委員（河合洋次） 

 ちょっと１点だけよろしいですか。 

教育長（長谷雄二） 

 河合委員。 

教育委員（河合洋次） 

 この「さやまっ子の夢をふくらませる教育」

というテーマは、ずっと一緒なんでしょうか。

前の教育タウンミーティングの時に、去年のも

のを見て、たしか28年も一緒だった気がするん

ですね。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 もとになります大阪狭山市教育振興基本計画

は、27年度から５年間の計画でありまして……。 

教育委員（河合洋次） 

 ５年間一緒ということですか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 ５年間一緒になるのではと思います。 

教育委員（河合洋次） 

 ここは、このテーマに基づいてこういうこと

をやっているという、取り組みというか、やり

方を決めているということなんですね。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 はい。 

教育部長（山﨑正弘） 

 教育振興基本計画につきましては、来年度、

再来年度の２か年で改定の予定をしておりまし

て、31年度の末に改定版を策定する予定にして

おりますので、もし、このテーマについて見直

しということになりましたら、32年度から新し

い表現ということになることになります。 

教育委員（河合洋次） 

 もう一点よろしいですか。 

教育委員（河合洋次） 

 「学力の向上」というところで、例えば前の

教育タウンミーティングで聞いたところでは、

ＩＣＴについて何か具体的に活用しているとい

う話ですけれども、そういうものは実際に小学

校の授業でも活用されているのですか。 

教育長（長谷雄二） 

 酒匂課長。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 小学校でもＩＣＴ機器は活用しているんです

けれども、目的としては、主体的・対話的で深

い学びをするためという目的のもとで、手段と

してＩＣＴ機器を活用しているというイメージ

なんですけれども、ここでは目的を書かせても

らっております。 

教育委員（河合洋次） 

 「外国語教育の充実」というのが、増えてい

たので、ＩＣＴはそのことを重視していないの

かなということがちょっと気になりましたので。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 河合委員には、多分お渡ししていないものだ

と思うのですが、去年の分なんですけれども、

これについての説明というのを４月当初にして

おりまして、「さやまっ子の夢をふくらませる

教育」には、ずっと後ろのところに具体的な取

り組みがたくさん入ってくるんです。その一番

最初の保育教育指針というのが、ここで話し合

っていただいて決定した指針になります。その

後ろには、ＩＣＴを含む、例えば外国語活動も

そうですし、支援教育もそうですし、幼稚園と

の接続の部分もそうですし、学力向上のもっと

具体的な取り組みやら研修についても、現代的

課題と言われているいろいろなものについて、

今年の実践を踏まえて、今年度もこうしましょ

うという説明を年度当初にしております。 
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 まず、これを決めていただいてから、教育委

員会の学校教育を中心に、その方針というか、

具体的な取り組みを現場の教員にも伝えるとい

うことで、最終的にはこのような一冊のものに

なって、４月はスタートしたいと考えておりま

すので、そこには必ずＩＣＴも入れますので、

各学校でも取り組みはしています。 

教育委員（河合洋次） 

 これは大枠ということですか。 

教育部理事（田中典子） 

 そうです。 

教育委員（河合洋次） 

 その辺が余り理解できていなかったので、す

みません。 

教育部理事（田中典子） 

 説明不足で申しわけありません。 

教育長（長谷雄二） 

 ちなみに、この教育振興基本計画には、長瀬

委員も山崎委員もかかわっていただいていると

は思いますが、私を含めて河合委員、田川委員

について、ちょっとお聞きしたいというか、イ

メージ的に「さやまっ子の夢をふくらませる教

育」という大きなこのくくりの部分、なぜこう

なったのかというのを誰かご説明できる方、い

らっしゃいますか。これ、当然、公募された保

護者の方も含めての総意だったので、何か説明

できますか。 

教育部理事（田中典子） 

 これは振興基本計画が出てくる前に、教育委

員会でキャッチフレーズとして出したものです。

「さやまっ子の夢をふくらませる教育」という

ものは、当時、山崎委員にもインタビューさせ

ていただいて、さやまっ子のキャリア教育とか、

将来につながる教育の土台をつくるということ

で、こういうキャッチフレーズでいきましょう

かということを教育委員会で提案させていただ

いて、ちょうどそれとあわせて教育振興基本計

画の策定に入ったもので、そのまま計画に合わ

せるような形で取り上げられている言葉となっ

ています。 

 なので、もう５年ぐらいになりますので、そ

の前は「スピカプラン」といって、今とは違う

形で、府の指針になぞらえて、先ほど教育長が

説明を聞いていただいた、府のそういう方針に

基づいて、少し大阪狭山市版として修正して、

大阪狭山市独自のキャッチフレーズで、大阪狭

山市独自のフレームをつくって、教員も共通理

解しやすいような形に置きかえて、５年間大体

過ぎてきたような経緯です。 

 次に見直すのは、ちょうど振興基本計画の見

直しと合わせる予定です。こういうフレーズは

あまりすぐに変わると、現場への浸透も薄いも

のになってしまいますので、そのような流れで

いけたらいいかなという考えでおります。 

教育長（長谷雄二） 

 わかりました。 

 ほか、どうですか。 

 よろしいですか。 

 そうしましたら、先ほど長瀬委員、山崎委員

等からご指摘のございました部分を熟慮して、

変えていただくという上で、大まかに本日提案

の日程第１、議案第１号、平成30年度大阪狭山

市保育教育指針について、ご承認願えますか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、日程第１、議案第１号、平成30年

度大阪狭山市保育教育指針については承認され

ました。 

 続きまして、日程第２、報告第１号、史跡狭

山池保存活用計画（案）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） 
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 史跡狭山池保存活用計画（案）についてご説

明申し上げます。 

 12月21日の本委員会で、この計画案について

ご説明させていただきまして、それを受けて、

１月19日から２月９日まで、市民の皆様からパ

ブリックコメントを募集いたしました。その結

果、この期間中に２名の方から２点のご意見を

頂戴いたしました。 

 そのご意見の内容をご紹介いたしますと、こ

の計画書の49ページ、50ページのところをお開

きいただければと思います。 

 そちらのページの（２）利用状況のところに

ついてでございます。アンケート調査をさせて

いただいた形の結果を載せておるんですけれど

も、意見といたしましては、ここでどういうア

ンケートをしたのか、アンケート調査内容、そ

れからアンケート数がどれだけあったのかとい

うことの記載が必要ではないですかというご意

見を頂戴しております。ですから、そのアンケ

ートの調査内容と調査件数ということを追記さ

せていただく予定としております。 

 もう一点は、第２章第２節の史跡狭山池の環

境という部分、ページで言いましたら、31ペー

ジからの生物環境の部分でございます。その中

で、ちょうど33ページの部分の５）陸上動物の

ところでございます。33ページ、34ページの陸

上動物のところに、チョウ類、それから甲虫類

の記載が抜けているのではないですかというご

意見を頂戴しております。その中に、５）の一

番下のところに、シルビアシジミということだ

けが書いていて、これが何のことかわかりにく

いと。これが絶滅危惧種に指定されているチョ

ウのことなんですが、この部分の説明をさせて

いただくとともに、この調査を大阪府立大学の

先生にお願いしています。この先生と調整の上、

追記をさせていただく予定と考えております。 

 ただ、このパブリックコメントで頂戴しまし

たご意見につきましては、本筋を修正するよう

な大きな部分ではございませんので、部分修正、

追加というところでございました。それがパブ

リックコメントでのご意見の内容でございます。 

 それから、この計画をつくっていただいてお

る狭山池総合学術調査委員会という委員会も昨

日の午後ございまして、そこからも幾つかのご

指導を賜りました。ただ、その内容と申します

のは、この計画書をさらに見やすく、読みやす

くする形のものでございまして、大筋の変更と

いうのは特にご指摘はございませんでした。 

 これからは、きのうの会議でもいただきまし

たご指導内容を追記・修正するとともに、教育

長の挨拶文等をさらに加えまして、冊子として

いきたいと考えております。 

 本日、この教育委員会の中でご承認いただき

ました後は、（案）を削除して、史跡狭山池保

存活用計画とさせていただきたいというふうに

考えております。 

 そして、その後、印刷製本工程に入り、冊子

として３月末に成果物として仕上げてまいりた

いと思っております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

教育長（長谷雄二） 

 今、担当から史跡狭山池保存活用計画（案）

について、簡単に説明がございました。 

 これ、事前に配付していましたので、一応、

目を通していただいていると思いますので、も

しご意見等がございましたら。 

教育委員（長瀬美子） 

 計画書そのものというのではないんですが、

すみません、不案内で申しわけないんですけれ

ども、保存するというときに、先ほどの絶滅危

惧種も守るとか、どの範囲までが保存というふ

うな形で義務づけられてくるのかということと、

絶滅危惧種を保存していく、あるいは守ってい
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くための何か対策とかいうのも、それは市とし

ての責務になってくるのかどうか、そのあたり

をちょっと聞かせてもらってもいいですか。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 確かに調査の中では、現状ということで調査

をさせていただいて、記録しておるんですけれ

ども、あくまで文化財の史跡狭山池という範囲

での計画書でございますので、自然環境に左右

されて、例えば地球温暖化の中で絶滅していく

ものを保護していくという形のものは、本来の

文化財の計画書ではございませんので、なかな

かその部分まで保存していくということまでは、

ここでは記載しかねるということでございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 物理的なものは、変えてはいけないんでした

よね、形とか、そういったものは。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 はい。 

教育委員（長瀬美子） 

 でも、その中で生息する生き物などは、ある

程度やむを得ない部分もあると。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 はい、そうでございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 どうでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今回、パブリックコメントとして、お二人の

方からご意見をいただいたということなんです

けれども、パブリックコメントに対して、意見

に対しては、担当としては、その人に返してい

くものですか。例えば30人、40人、多くの方か

ら意見が出された場合も同じようにやっていく

わけですね。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 一人一人に回答するということではなくて、

大体その種類ごとにまとめまして、その種類に

ついて市としてこういうふうに考えております

という形を申し上げると。そして、先ほどちょ

っと私、申しおくれましたけれども、ホームペ

ージ等で公開するという形で回答するようにさ

せていただきます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 私から２つほど。教育委員会議ということで

教育委員さんにもご理解なり把握していただけ

たらということもございますので、まず、この

保存活用計画をつくる、ちょっと基本の部分で、

活用計画をつくるのはなぜか、改めてお聞かせ

いただけたらと。 

 それと、この保存活用計画をつくるに当たっ

て、いろんな学識経験者の先生方からのご意見

もいただいているんですが、その保存計画のい

ろんな議論の中で、何か教育委員会、あるいは

教育委員として、この部分については把握して

おくような課題があったのかどうかという、そ

の２点どうですか。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 そういうご回答のつもりを予定しておりませ

んでしたので、うまく答えられるかどうかわか

りませんが、狭山池築造からおよそ1400年とい

うことで、つくられた当初から現在まで、狭山

池でためた貯水を利用して水下の地域で、現在

まで農業が、水田耕作が生き続けているという、

この部分をこれからも将来にわたって後世に引
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き継いでいくということ。そして、今回の平成

のダム改修によって、新たに今の現状のような

形にされました狭山池を、今の形で守り続けて

いくということのためにこの計画書をつくって

おるものでございます。 

 ですから、それを文化財として守り続けてい

くのが、この教育委員会であり、本市の役目で

あり、また大阪狭山市民、府民、国民という形

での一つのバイブルとなるものとしてつくって

いくと。 

 そして、今、これを一度つくったということ

だけじゃなしに、また10年ごとに、もしくは10

年ということは決まっていませんけれども、定

期的のその中を確認しながら、うまく引き継い

でいけるような形でしていくためにつくってお

るものでございます。 

教育長（長谷雄二） 

 １つ目の質問については、楓課長に今、お話

しいただきましたのが、本計画書の５ページに

活用計画の目的ということで明示がされており

ます。そこが基本原則ということで、この計画

書はできているということで、楓課長の説明は

よくわかりました。 

 もう一点目の質問、この活用計画の作成の中

でいろんな議論が出たと思いますが、何か私ど

も教育委員として知っておくべきような議論の

相克というか、そういうのはなかったですか。 

教育部次長兼歴史文化グループ課長（楓 仁

孝） 

 すみません、この計画、２か年にわたって作

成していったものでございまして、29年度の中

で、私が着任してからの部分の中では、そうい

った形のものというのは、特に委員会の中では

なかったように思うんですけれども、ちょっと

すみません、お答えは十分にできませんので、

お願いいたします。 

教育部長（山﨑正弘） 

 教育長のご質問に的確なポイントをついてと

いうことになるかどうかわからないんですけれ

ども、保存活用計画ということで、史跡の保存

というのは割とストレートに理解をできる部分

ではあるんですけれども、では、活用とは何な

のかということについては、かなり長い時間、

回数を重ねながら議論はしてきたところです。

単に史跡を観光資源として活用していくのも、

イメージとしては活用ということにはなってく

るんですけれども、保存活用計画で言う活用と

いうのは、あくまでも史跡である狭山池に対し

て、どのように理解を深めていき、また文化財

を守っていこうという気持ちを醸成していくか。

そのためにどういった活用ができるのかという、

そういう理解につなげていこうというようなこ

とでの話し合いというのはかなり続けてきたと

ころでございます。 

教育長（長谷雄二） 

 今、この活用保存計画の部分の前提というこ

とで、担当課長、それから部長のほうから説明

をいただきました。 

 よろしいでしょうか。 

 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１号、史跡狭山池保存活用

計画（案）については承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第２号。平成29

年度（2017年度）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２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
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関係）につきましてご説明させていただきます。 

 資料につきましては、３ページから５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、使用料といたし

まして、民生使用料が135万8,000円の減額補正

でございます。 

 次に、教育使用料のうち幼稚園使用料が104

万円の減額、認定こども園使用料が500万4,000

円の増額補正となっております。 

 続きまして、国庫支出金でございますが、国

庫負担金のうち、民生国庫負担金が3,258万

5,000円の増額補正でございます。 

 次に、教育費国庫負担金が1,916万5,000円の

増額補正となってございます。 

 次に、国庫負担金でございますが、教育費国

庫補助金が370万2,000円の増額補正となってご

ざいます。 

 続きまして、府支出金でございますが、府負

担金のうち、民生費府負担金が1,629万2,000円

の増額補正でございます。 

 次に、教育費府負担金が958万2,000円の増額

補正となっております。 

 最後に、府補助金でございますが、教育費府

補助金が658万2,000円の増額補正となっており

ます。 

 以上、差し引き合計として、9,051万4,000円

の増額補正となっております。 

 次に、５ページをごらんください。 

 歳出でございますが、まず、民生費といたし

まして、児童福祉総務費の児童福祉管理費で49

万8,000円の増額補正でございます。 

 次に、子ども・子育て支援給付事業のうち、

保育所給付費が1,713万5,000円の増額、施設型

給付費が2,729万3,000円の増額、地域型保育給

付費が42万円、合計4,484万8,000円の増額補正

でございます。 

 続きまして、教育費でございますが、まず、

幼稚園費といたしまして、幼稚園振興費のうち

幼稚園就園奨励事業で125万4,000円の増額、子

ども・子育て支援給付事業で6,028万8,000円の

増額補正でございます。 

 次に、幼稚園整備費でございますが、幼稚園

整備事業のうち、委託料で344万6,000円の減額、

工事請負費で184万5,000円の減額補正でござい

ます。 

 最後に、学校給食施設管理費でございますが、

施設管理事業のうち、委託料が84万3,000円の

減額、工事請負費で7,441万7,000円の減額補正

でございます。 

 以上、差し引き合計として、2,583万9,000円

の増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のほうをさせていただ

きます。 

 まずは、保育教育グループからお願いします。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、保育・教育グループの補正予算に

ついてご説明させていただきます。 

 まず、５ページの歳出予算のほうから説明さ

せていただきます。 

 歳出予算のうち、子ども・子育て支援給付事

業についてでございますが、保育園や認定こど

も円などの特定教育・保育施設に対する給付費

につきまして、平成29年度は国家公務員の給与

改定の影響を受けます法定価格の単価が年度当

初に遡及しまして、1.1％引き上げられました。

この改定に伴う影響額は、給付事業全体で約

1,376万円となっております。 

 また、今年度から技能・経験に応じた処遇改

善としまして、新たに副主任保育士など中堅の

役職を創設して、その職務・職責に応じた処遇

改善を行うことにより、保育園等におけますキ

ャリアアップの仕組みの構築を支援するものと

して、処遇改善等加算Ⅱという加算項目が加わ
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りました。この加算につきましては、民間の施

設に勤める経験年数がおおむね７年以上の者に

対し、施設の職員数の約３分の１に月額４万円、

経験年数がおおむね３年以上の者に対しまして、

施設の職員数のおおむね５分の１に月額5,000

円が基本給または手当として支給されるもので、

市外の施設を含めた給付額は約3,115万円とな

っております。 

 そのほか、保育・教育とも他市町村の保育園

や認定こども園を利用している子どもさんが大

幅に増加しており、給付事業全体で約3,042万

円の増額となっております。 

 保育認定につきましては、年度途中に大阪狭

山市に転入された方が、本市の保育園等に入れ

ていない状況になっておりますので、引き続き

前住地での施設を利用しているケースがふえて

おり、２月現在で40人が他市の保育所や認定こ

ども園を利用しております。 

 また、教育認定につきましても、４年保育を

実施する民間の認定こども園の満３歳児クラス

への入園者がふえるなど、68人が他市の施設を

利用しております。 

 これらの要因を受けまして、特定教育保育施

設や小規模保育事業所に対する給付費を積算し

たものが今回の補正額で、民生費の保育認定の

子どもに係る給付費が合計で10億4,760万4,000

円になりますので、当初予算10億275万6,000円

から、不足となります4,484万8,000円を計上し

ております。 

 続きまして、教育費の教育認定の子どもに係

る認定こども園や幼稚園に対します給付費につ

きましては、２億3,673万5,000円となり、当初

予算１億7,640万7,000円から、不足となります

6,028万8,000円を計上しております。 

 保育、教育、それぞれ合わせまして、子ど

も・子育て支援給付事業全体では、12億8,433

万9,000円で、当初予算からは１億513万6,000

円の増額となります。 

 次に、歳入予算につきまして、４ページをお

願いいたします。 

 市立こども園と市立幼稚園につきましては、

利用者負担額、いわゆる保育料を市で徴収し、

市から市へ施設型給付費を支払うという形をと

っておりますが、その施設型給付費も使用料と

して歳入しております。 

 まず、民生費の認定こども園保育料は、市立

こども園の主に保育の利用児童数の減少により

まして、135万8,000円の減額、教育費の認定こ

ども園保育料は、市立こども園の１号認定部分

に係ります施設型給付費の増により500万4,000

円の増額となっております。 

 幼稚園の保育料につきましては、市立幼稚園

の園児数の減少によりまして、104万円の減額

となっております。 

 民間施設に対する給付に係る国・府の負担金、

また府補助金につきましては、先ほどの保育所

給付費等の増加等に伴いまして、それぞれ増額

となっております。 

 続きまして、幼稚園就園奨励事業につきまし

てご説明させていただきます。 

 平成27年度から始まりました子ども・子育て

支援新制度に移行していない、いわゆる施設型

給付を受けず、従来からの就学助成を受けてい

る私立の幼稚園に通っておられる園児の保護者

に対しましては、就園奨励費補助金を交付して

おります。就園奨励費は、幼稚園に支払った保

育料や入園料を、世帯の所得や子どもの人数に

より、平成29年度では年間30万8,000円を限度

額として補助しております。 

 まず、歳出予算につきましては、今年度は平

成29年９月22日付で、私立幼稚園に通う園児

401人のうち約86％に当たります347人に対し、

合計で4,723万1,000円の交付決定を行っており

ますが、その後、本市への転入や、また満３歳
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への到達により、追加で26人分、合計で273万

9,900円の補助金の交付が必要となっておりま

す。今年度の所要額が合計としまして4,997万

900円になりますので、当初予算4,871万7,000

円から不足となります125万4,000円を計上して

おります。 

 次に、歳入予算でございますが、就園奨励費

補助金の増額に伴います国庫補助金の増額分と

しまして、370万2,000円を計上しております。 

 なお、歳出の増加分より歳入が上回っており

ますのは、この補助金につきましては、市町村

の財政力指数に応じました補助率、本市におき

ましては３分の１なんですが、それに圧縮率を

乗じた額が交付されておりますが、今年度はそ

の圧縮率が平成28年度に比べまして大幅に改善

され、ほぼ事業費の３分の１が交付されること

により、今回の増額の金額とさせていただいて

おります。 

 最後に、幼稚園整備事業でございますが、昨

年の３月から９月にかけまして、東幼稚園、半

田幼稚園、東野幼稚園、それぞれのトイレ改修

と空調設備の工事を行いました。その工事の施

工監理に係ります委託料と工事請負費につきま

して、それぞれ落札限度となります委託料は

344万6,000円、工事請負費は184万5,000円をそ

れぞれ減額補正させていただくものでございま

す。 

 保育・教育グループは以上でございます。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 そうしましたら、続きまして、子育て支援グ

ループからお願いいたします。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 歳出のほうですが、子ども・子育て支援交付

金国庫負担金の28年度分の返還金でございます

49万8,000円を補正して、返還するものでござ

います。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 そうしましたら、最後に、学校給食グループ

からお願いいたします。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 学校給食グループです。 

 最後の２行になりますが、給食センターの改

修工事２期監理業務委託料及び学校給食センタ

ー改修工事２期の分でございます。こちらは、

夏休み期間中に行いました工事でございます。

落札時の減額による減額補正を行うものでござ

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） 

 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） 

 それでは、補正予算の説明について、委員の

皆様のご意見、ご質問等は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３、報告第２号、平成29年度（2017年

度）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、日程第４、報告第３号、平成30

年度（2018年度）一般会計予算（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。 

 北野総務課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、報告第３号、平成30年度（2018年

度）一般会計予算（教育委員会関係）について、

ご説明をさせていただきます。 

 資料につきましては、６ページから17ページ
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までとなってございます。資料には、平成30年

度の主な予算事業名及びその内容を列記してご

ざいます。こちらを順番にご説明をさせていた

だきます。 

 まず、７ページをごらんください。 

 １点目、狭山中学校区円卓会議提案事業でご

ざいます。こちらは、地域住民のコミュニティ

ーづくりを進めるため、さやりんピックや地域

文化祭を開催するとともに、福祉・教育に関す

る活動を実施するほか、地域情報紙の発行や講

演会などを行う事業でございます。事業予算

491万8,000円のうち、教育委員会関係の予算と

いたしましては、さやりんピック事業分の102

万3,000円となっております。 

 続きまして、学校施設長寿命化計画策定事業

でございます。こちらは、学校施設の長寿命化

を図るため、平成30年度から平成31年度の２カ

年で学校施設長寿命化計画を策定するものでご

ざいまして、平成30年度におきましては、個別

施設の劣化状況の評価を実施するとともに、学

校施設長寿命化計画の策定に向けた事前調査を

業務委託で行うものでございます。 

 事業予算につきましては、２か年の総事業予

算で1,880万を計上しておりまして、そのうち

平成30年度の予算につきましては、1,120万円

となってございます。 

 続きまして、教育振興基本計画改定事業でご

ざいます。現行の教育振興基本計画については、

平成31年度末で計画期間が満了となることから、

平成30年度、平成31年度の２か年で計画の改定

を実施するものでございまして、平成30年度に

おいては、基本計画の改定に伴います事前調査

と評価の検証を業務委託で行うものでございま

す。 

 事業予算につきましては、２か年の総事業予

算で853万3,000円を計上しておりまして、その

うち平成30年度の予算につきましては、70万円

となっております。 

 続きまして、防災拠点屋内運動場及び普通教

室無線ＬＡＮ整備事業でございます。こちらは、

現在未整備となってございます学校施設の無線

ＬＡＮ整備のための事業でございまして、効果

的なＩＣＴ環境の整備を図るとともに、学校の

体育館は災害時の避難所に指定されていること

から、災害時の通信インフラを整備するもので

ございます。 

 事業予算につきましては、体育館への機器設

置工事及び機器の借上料並びに保守点検費用の

3,353万4,000円を計上してございます。 

 続きまして、小・中学校給食用エレベーター

改修事業でございます。こちらは、学校施設の

老朽化対策として、小・中学校給食用エレベー

ターを計画的に更新するものでございまして、

現在、市内10校中８校までエレベーター改修工

事を完了しており、平成30年度に予定しており

ます北小学校及び南第三小学校を改修すること

で、全小・中学校のエレベーター改修事業は完

了となるものでございます。 

 事業予算につきましては、改修工事費、それ

から工事監理業務委託料の8,056万4,000円を計

上してございます。 

 続きまして、学校施設大規模改造事業でござ

いますが、平成30年度は第三中学校の特別教室

棟や、その他体育倉庫などの施設についての改

修工事を行います。また、平成31年度には第七

小学校の管理棟の大規模改造工事を進めるため、

最新の労務単価などを反映させた設計書の作成

を業務委託することと予定しております。 

 事業予算につきましては、大規模改造工事及

び工事監理業務委託料等の５億2,803万4,000円

を計上してございます。 

 続きまして、給食センター施設改修事業でご

ざいます。こちらにつきましては、老朽化して

おります学校給食センターの施設設備を計画的
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に更新するものでございまして、平成30年度に

おいては、第３期の改修工事を行う予定として

ございます。 

 事業予算につきましては、改修工事及び工事

監理業務委託料の２億4,674万9,000円を計上し

ております。 

 続きまして、就学援助事業でございます。こ

ちらにつきましては、経済的な理由により就学

が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、

これまで当該年度の入学後に支給しておりまし

た就学援助金について、平成31年度入学児童・

生徒分からは、入学前に支給を行うものでござ

います。 

 事業予算につきましては、要保護・準要保護

の児童扶助費として880万円を計上しておりま

す。 

 続きまして、北放課後児童会運営業務委託事

業でございます。北小学校の児童数増加に伴い

まして、放課後児童会の登録児童数も増加して

おるため、新たに北小学校において民間事業者

の専門的なノウハウを取り入れることで、さら

に安全で円滑な放課後児童会の運営を行うもの

でございまして、事業予算につきましては、北

放課後児童会の運営業務委託料としまして

3,456万9,000円を計上しております。 

 続きまして、放課後児童会アドバイザー設置

事業でございます。こちらは、放課後児童会支

援員の活動にはより専門性が求められるため、

放課後児童会事業に精通した放課後児童会アド

バイザーを設置し、安全で円滑な放課後児童会

の運営を行うものでございまして、事業予算に

つきましては、放課後児童会の活動協力者への

謝礼として220万5,000円を計上しております。 

 続きまして、図書館施設整備事業でございま

す。こちらにつきましては、市民が安全でより

快適に利用できる図書館を目指し、計画的に施

設の改修を行うとともに、狭山駅に図書返却ポ

ストを設置し、さらなる市民サービスの向上に

努めるためのものでございまして、事業予算に

つきましては、施設改修として雨水排水ポンプ

の取りかえ工事費として24万9,000円、図書返

却ポストの設置に伴います委託料ほかで108万

2,000円、合計133万1,000円を計上しておりま

す。 

 続きまして、スポーツ施設事業でございます。

こちらにつきましては、総合体育館の消火栓や

高圧受電設備用ケーブルの改修及び野球場の高

圧受電設備ケーブルの改修を行うものでござい

まして、事業予算につきましては、それぞれの

工事費といたしまして、総額1,897万円を計上

しております。 

 続きまして、歴史文化基本構想策定事業でご

ざいます。こちらにつきましては、文化財保護

のマスタープランとしての役割を果たします大

阪狭山市歴史文化基本構想を策定するための事

業でございまして、事業予算につきましては、

基本構想を策定するための業務委託料のほか、

策定委員への報酬や謝礼、また旅費等の実費弁

償費でございまして、総額840万7,000円を計上

しております。 

 続きまして、郷土資料館企画展事業でござい

ます。こちらにつきましては、「（仮称）南海

高野線120年の歩み」をテーマとしました企画

展を開催するための事業でございまして、事業

予算につきましては、業務委託料のほか著作権

等の使用料や印刷製本費等で、総額200万円を

計上しております。 

 続きまして、（仮称）大阪狭山市立第２子育

て支援センター整備事業でございます。こちら

につきましては、子育て世代の交流や相談など、

子育ての支援の拠点施設として、また世代間交

流の場として、（仮称）大阪狭山市立第２子育

て支援センターを新設するものでございまして、

事業予算につきましては、新設工事及び工事監
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理業務委託料の４億9,435万2,000円を計上して

いるものでございます。 

 続きまして、認定こども園施設整備事業でご

ざいます。こちらにつきましては、大阪狭山市

新幼保連携推進計画に基づき、廃園後の西幼稚

園と南第二幼稚園を幼保連携型認定こども園に

移行するものでございまして、事業予算につき

ましては、民間保育園等施設整備費補助金とい

たしまして、８億1,502万2,000円、西幼稚園ほ

か解体撤去工事費として１億3,813万7,000円、

総額で９億5,315万9,000円を計上しております。 

 最後でございますが、北条五代観光推進事業

でございます。神奈川県小田原市などの自治体

等で構成されます北条五代観光推進協議会にお

きまして、狭山藩北条氏の先祖に当たる小田原

北条氏にゆかりのある市町村との交流を深める

とともに、北条氏の多様な遺跡や魅力を活用し

た観光事業を展開し、狭山藩北条氏の存在を市

内外にアピールするものでございまして、事業

予算につきましては、協会の負担金や通信運搬

費及び消耗品などで112万3,000円を計上してお

りますが、教育委員会関係の予算といたしまし

ては、このうち旅費と消耗品の一部となってご

ざいます。 

 なお、13ページ以降に一般会計予算の平成30

年度と平成29年度の比較を含めた一覧表を掲載

しております。事業名だけで大変わかりにくい

部分もあろうかと思いますけれども、詳細につ

きましては個別にご質問いただきまして、各担

当から説明をするようにいたしますので、以上

でご審議、よろしくお願いいたしたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成30年度一般会計予算の説明で

ございました。ご意見、ご質問等、お受けさせ

ていただきます。どうでしょうか。 

教育委員（河合洋次） 

 新規事業として、普通教室無線ＬＡＮ整備事

業がありますが、これまで無線ＬＡＮを使用し

たタブレット端末が授業に活用されていなかっ

たのかということと、この無線ＬＡＮを整備す

ることによって、どういうふうに無線ＬＡＮを

活用していくことになるのかということをちょ

っと教えていただきたいです。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 では、まず前半の部分についてお答えいたし

ます。 

 これまで無線ＬＡＮを活用してはいなかった

もので、教室でタブレットパソコンを使うとき

は、タブレットパソコンと大型モニターとを線

でつないで映し出すという方法でやっておりま

した。児童・生徒一人一人が使うものについて

は、パソコンルームで行うということでやって

おりました。ですので、教室に無線ＬＡＮがつ

くと、無線でタブレットが使用できるようにな

ると思います。 

 以上です。 

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） 

 私からは、無線ＬＡＮの整備の説明をさせて

いただきます。 

 本市、今まで無線ＬＡＮの環境が何も整って

いなかったんですけれども、今回、この工事を

進めることによりまして、全小・中学校の無線

ＬＡＮの環境が整うということでございます。 

 先ほど酒匂課長のほうからの説明のほうで、

今まで有線で対応されていた部分が、今回のこ

の工事で無線環境を使いまして、有効なＩＣＴ

教材の活用ができるということになるというこ

とでございます。 

 以上でございます。 
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教育長（長谷雄二） 

 今、小・中学校10校の普通教室に無線ＬＡＮ、

ＷｉＦｉ設置と同時に、屋内運動場、いわゆる

体育館にも設置するということで、体育館のほ

うはいわゆる災害時の避難施設という指定にな

っていますので、今後、その無線ＬＡＮの活用

で災害情報等も円滑にいけるかなということも

つけ加えておきます。 

教育委員（河合洋次） 

 普通教室情報機器等借上料というのは、これ

はタブレットを借り上げる費用なんですか。 

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） 

 すみません、説明が不足しておりました。こ

ちらは無線ＬＡＮの整備に伴いますアクセスポ

イントの機器の借り上げということになってお

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。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 よろしいですね。 

 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３号、平成30年度（2018年

度）一般会計予算（教育委員会関係）について

は承認されました。この後、この予算について

は議会においてまた諮られるということです。 

 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 
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