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議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第２号 大阪狭山市教育委員会公印規則の一部を改正する規 

           則について 

日程第２ 議案第３号 平成31年度使用中学校教科用図書（道徳）の採択に 

           係る諮問について 

日程第３ 報告第４号 平成29年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書 

           について 

日程第４ 報告第５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 

日程第５ 報告第６号 平成30年度（2018年度）大阪狭山市一般会計予算（ 

           教育委員会関係）について 

日程第６ 報告第７号 大阪狭山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校及 

           び教育委員会事務局の管理職人事異動について 

日程第７ 報告第８号 大阪狭山市人権教育基本方針の改訂について 

 

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30年第３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。 

 主な報告につきまして、お話しさせていただ

きます。 

 ２月28日、狭山高校の卒業式に出席いたしま

した。 

 ３月１日、３月２日、３月５日、３月８日の

４日間にわたり、市内小中学校10校の校長に対

する評価育成における面談を行いました。 

 ３月14日、中学校の卒業式、狭山中、山崎教

育長職務代理者、南中、私、第三中、田川委員

にご出席いただきました。 

 当日、北放課後児童会の内覧会に、市長と出

席いたしました。 

 ３月15日、幼稚園、こども園の卒園式に出席

いたしました。西幼稚園、私、南第二幼稚園、

長瀬委員、東野幼稚園、河合委員にご出席いた

だきました。 

 ３月19日、小学校卒業式が行われました。東

小学校、私、西小学校、長瀬委員、南第一小、

河合委員、南第二小学校、山崎教育長職務代理

者にご出席いただきました。 

 ３月26日、池尻なな保育園の竣工式に出席い

たしました。河合委員、長瀬委員、田川委員と

私、４名で参加をいたしました。 

 主な報告につきましては、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。 

 それでは、早速でございますが、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２号、大阪狭山市教育委員会公印規則の一部

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。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、議案第２号、大阪狭山市教育委員

会公印規則の一部を改正する規則についてご説

明をいたします。 

 資料につきましては、１ページから12ページ

までとなってございます。 

 まず、この規則改正の理由でございますが、

大阪狭山市立西幼稚園及び南第二幼稚園が平成

30年３月31日をもって閉園することに伴い、そ

れぞれの幼稚園の印及び園長の印を廃止するた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 資料５ページから12ページの新旧対照表をご

らんください。 

 改正の内容といたしましては、現在、大阪狭

山市教育委員会公印規則の別表第１に規定して

おります市立西幼稚園及び南第二幼稚園のそれ

ぞれの公印の名称等と、別表第２に規定してお

りますひな形を削除し、これによって生じます

ひな形番号のずれを整理するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、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） 

 ありがとうございます。 

 ただいまの担当の説明につきまして、委員の

皆様、ご意見、ご質問等ございませんでしょう

か。 

 ご意見、ご質問等はないようですので、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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第１、議案第２号、大阪狭山市教育委員
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会公印規則の一部を改正する規則については承

認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第３号、平成31

年度使用中学校教科用図書（道徳）の採択に係

る諮問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（酒匂雅

夫） 

 13ページをごらんください。 

 平成31年度使用中学校教科用図書（道徳）の

採択に係る諮問について説明いたします。 

 最初に資料の訂正をお願いいたします。小学

校の小を中と訂正いただきたいと思います。 

 14ページ、15ページをごらんください。 

 平成31年度から中学校において特別の教科

（道徳）が全面実施されます。そこで、教科書

を使用した授業が始まりますので、平成30年度

中に教科書を採択する必要があります。４月に、

すぐに大阪狭山市中学校教科用図書選定委員会

を立ち上げまして、４月中に第１回の選定委員

会を開催します。そこで、この諮問をするとい

うことになります。採択は７月中に行う予定に

なっております。 

 ご審議、よろしくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の報告につきまして、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

 今日、主要新聞に検定が通ったということで、

あれは何社。 

（「８社」の声あり） 

 ８社。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 小学校と同じで８社です。 

教育長（長谷雄二） 

 ８社ですね。 

 諮問ということで、また教育委員の皆様方に

はご苦労おかけしますが、よろしくお願いいた

します。よろしいでしょうか。 

 それでは、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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第２、議案第３号、平成31年度使用中学

校教科用図書（道徳）の採択に係る諮問につい

ては承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第４号、平成29

年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書に

ついてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 教育総務課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、報告第４号、平成29年度大阪狭山

市教育委員会点検・評価報告書についてご説明

をいたします。 

 お手元に平成29年度の教育委員会点検・評価

報告書を配付させていただいておりますので、

あわせてごらんください。 

 この点検報告書につきましては、ご承知のと

おり、地方教育行政組織及び運営に関する法律

に基づきまして、教育委員会の権限に属する事

務の管理または執行についてみずから点検を行

い、教育に関しまして学識経験を有する者の知

見を活用して報告書を作成し、それを議会に提

出するとともに、公表しなければならないとさ

れております。 

 それでは、報告書の１ページの目次をごらん

ください。 

 第１点目では、点検・評価についての趣旨、

教育部及びこども政策部の運営方針等について

まとめてございます。 

 次に、２点目でございますが、教育委員会の

活動状況として、教育委員の皆様に平成29年中

に活動していただいた内容、あるいは定例会の
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中の審議内容につきまして、ここで報告をさせ

ていただいております。 

 次に、３点目でございますが、点検・評価と

いうことで、それぞれの事業について評価調書

として取りまとめを行ってございます。 

 詳細内容につきましては、１番目では、子育

てに優しい環境づくりに関連する事業として、

放課後児童会事業以下17件の事業。２番目に、

学ぶ力、生きる力を伸ばす教育環境づくりとい

うことで、学校施設大規模改造事業以下19件の

事業。３番目に、生涯スポーツの推進というこ

とで、さやりんピック事業。４番目に、生涯学

習の推進ということで、公民館運営事業及び図

書館施設整備事業の２つの事業。最後でござい

ますが、５番目に、歴史文化の振興ということ

で、郷土資料館管理事業以下６つの事業を点

検・評価しております。 

 そして、学識経験者等の意見ということで、

今年の２月22日に教育部長及びこども政策部長

を初め各担当課長が大阪総合保育大学の大方教

授、神戸学院大学の今西教授のヒアリング及び

ご指導を受けまして、77ページから80ページま

でではございますが、その講評・評価をいただ

いております。 

 両先生方からは、相対としまして、特に問題

はなく、事務改善の実施や事業管理は適切に行

われていたとの講評はいただいており、また事

項別にご提言をいただいた内容につきましては、

各グループにおいて真摯に受けとめながら各事

業のさらなる効果を求め、取り組んでまいりた

いと考えております。 

 教育委員の皆様には、点検報告書を一度ご一

読いただきまして、各事業の内容等につきまし

て、ご意見、ご質問がございましたら、次回で

も結構でございますので、別途各担当グループ

にお問い合わせいただけたらと思っております、 

 以上、簡単ではございますが、報告とさせて

いただきます。 

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、ご質問等ございませんでしょうか。 

 先ほど課長申しましたように、改めてご一読

いただきまして、次回に何かご意見等ございま

したら、ご質問いただければというふうに思っ

ております。 

 特に大きな課題なり提起はなかったですよね。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 はい。 

教育長（長谷雄二） 

 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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第３、報告第４号、平成29年度大阪狭山

市教育委員会点検・評価報告書については承認

されました。 

 それでは、続きまして、日程第４、報告第５

号、平成29年（2017年）一般会計補正予算（教

育委員会分）について及び日程第５、報告第６

号、平成30年（2018年）一般会計補正予算（教

育委員会分）についてにつきましては、関連す

る案件でございますので、一括して担当に説明

を求めます。 

 教育総務課長。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、最初に報告第５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）につきましてご説明いたします。 

 資料につきましては、17ページから19ページ

までとなっております。ご参照ください。 

 まず、今回の補正予算につきましては、平成

30年度に実施予定としておりました北小学校及

び南第三小学校の給食用エレベーターの改修事
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業と第三中学校の特別教室棟の大規模改造事業

の一部の工事につきまして、平成29年度の国の

第１次補正予算において前倒しでこれらの事業

に対します国の交付金決定があったことから、

当該事業費を今年度の３月補正予算に計上し、

現年予算を次年度に繰り越すものでございます。 

 詳細としまして、まず、平成29年度の歳入で

ございますが、このたび交付決定をいただきま

したのは、給食用エレベーター改修工事の交付

金2,846万2,000円と、第三中学校の大規模改造

工事の交付金2,267万9,000円並びにこれらの事

務費相当額の51万2,000円の合計5,165万2,000

円でございまして、このうち第三中学校の大規

模改造工事の交付金につきましては、防水工事

などの老朽化対策部分と非構造物の防災機能強

化、それと法令の既存不適格部分の３つの改修

について交付金申請をしておりましたが、老朽

化対策部分のみが不採択とされましたので、採

択があった防災機能強化と法令の既存不適格部

分のみを教育費、国庫補助金の学校施設環境改

善交付金として増額補整を行うものでございま

す。 

 次に、歳出でございますが、学校施設環境改

善交付金の決定事業予算として、小学校整備費

の委託料及び工事請負費に給食用エレベーター

の改修工事に伴う工事管理業務委託料356万

4,000円と工事費7,700万円、中学校整備費の委

託料及び工事請負費に第三中学校の特別教室棟

の大規模改造工事に伴います工事管理業務委託

料154万8,000円とその工事費6,803万8,000円を

それぞれ増額補正するものでございます。 

 なお、第三中学校の大規模改造工事に伴いま

す事業予算につきましては、歳入と同様、交付

金の採択部分である防災機能強化と既存不適格

部分のみの事業費となっております。 

 また、これらの事業費につきましては、18ペ

ージの繰越明許費補整の資料にありますとおり、

小学校整備事業費の合計8,056万4,000円及び中

学校整備事業費の合計6,958万6,000円を次年度

に繰り越し事業実施するものでございます。 

 続きまして、報告第６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）についてご説明をいたします。 

 資料は、20ページから21ページまでとなって

おります。 

 この補正予算につきましては、平成30年度に

予算計上しておりました給食用エレベーター改

修事業費と、第三中学校特別教室棟の大規模改

造工事の一部の工事費について、先ほどご説明

いたしました平成29年度の補正予算に振りかえ

措置をするため減額するものでございまして、

歳入につきましては、当初予算額から4,037万

4,000円を減額し、平成30年度の学校施設改善

交付金の額を5,652万1,000円とし、歳出につき

ましては、小学校整備費の給食用エレベーター

改修工事に伴う工事管理業務委託料356万4,000

円と工事費7,700万円を、中学校整備費の第三

中学校特別教室棟の大規模改造工事に伴う工事

管理業務委託料154万8,000円と工事費6,803万

8,000円をそれぞれ減額補正するものでござい

ます。 

 以上、簡単な説明ではございますが、補正予

算の報告とさせていただきます。 

教育長（長谷雄二） 

 今の担当の報告について、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。 

 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。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第４、報告第５号、平成29年（2017年）

一般会計補正予算（教育委員会）について、日
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程第５、報告第６号、平成30年（2018年）一般

会計補正予算（教育委員会分）については承認

されました。 

 続きまして、日程第６、報告第７号、大阪狭

山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校及び

教育委員会事務局の管理職人事異動についてを

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７号、大阪狭山市立こども

園・幼稚園・小学校・中学校及び教育委員会事

務局の管理職人事異動についてご説明をいたし

ます。 

 お手元にお配りしております横長表形式の管

理職人事異動の一覧をごらんください。 

 教育委員の皆様には、事前に内示の概要をお

知らせさせていただいておりましたが、正式な

内示が済みましたので、その人事異動の内容に

つきましてご報告をさせていただきます。 

 なお、時間の関係上、この場におきましては、

課長級相当職以上及び学校園長の異動内容につ

いてのみ説明をさせていただきたいと思います

ので、課長補佐以下、また教頭及び副園長の異

動につきましては、資料によりご確認いただき

たいと存じます。 

 まず、こども園・幼稚園関係でございます。 

 南第二幼稚園の湯川園長が、こども政策部子

育て支援グループ参事として、子育て支援セン

ターで勤務されます。 

 西幼稚園の池上園長が、東野幼稚園の園長に

着任いたします。 

 次に、東野幼稚園の竹口園長は３月末をもっ

て定年退職され、その後、子育て支援センター

にて再任用の主査として勤務いたします。 

 続きまして、小学校・中学校関係でございま

す。 

 まず、教育部の田中理事でございますが、狭

山中学校の校長に着任されます。 

 次に、南第一小学校の中野校長が、東小学校

の校長に着任され、狭山中学校の中田校長が南

中学校の校長に着任されます。 

 次に、南第一小学校の西川教頭が、中野校長

の後任として南第一小学校の校長に着任され、

南第三小学校の寺田教頭が、第七小学校の校長

に着任されます。 

 続きまして、教育部関係の転出・転入でござ

います。 

 まず、教育部からの転出でございます。 

 先ほど、小学校・中学校関係でもご報告いた

しましたが、教育部の田中理事が狭山中学校の

校長として転出をいたします。 

 次に、教育部次長兼歴史文化グループ課長の

楓次長が、３月末をもって定年退職されます。 

 それと、この表には表記がなされておりませ

んが、歴史文化グループの再任用の参事でいら

っしゃいます橋上参事が、この３月末をもって

任期満了ということで再任用の職は解かれると

いうことになってございます。 

 次に、転入でございます。 

 防災・防犯推進室の谷室次長が、教育部次長

に昇格の上、兼ねて歴史文化グループ課長に着

任します。 

 次に、教育部副理事兼学校教育グループ課長

として東小学校の尾島教頭が着任いたします。 

 また、子育て支援グループの隅田参事が、学

校教育グループ参事に異動されます。 

 次に、内部異動でございます。 

 教育部副理事兼学校教育グループ課長の酒匂

副理事が、田中理事の後任として、４月以降、

教育部理事に昇格されます。 

 また、学校教育グループの上尾課長補佐が、

社会教育・スポーツ振興グループに異動し、参

事に昇格されます。 

 最後に、こども政策部関係の転出でございま
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すが、子育て支援グループの隅田参事が、学校

教育グループ参事として教育部へ転出いたしま

す。 

 以上、簡単ではございますが、人事異動の説

明とさせていただきます。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの説明について、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい、ないと思います。よろしいですかね。 

 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） 

 異議なしと認めます。 

 日程第６、報告第７号、大阪狭山市立こども

園・幼稚園・小学校・中学校及び教育委員会事

務局の管理職人事異動については承認されまし

た。 

 続きまして、日程第７、報告第８号、大阪狭

山市人権教育基本方針の改訂についてを議題と

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（酒匂雅

夫） 

 それでは、大阪狭山市人権教育基本方針の改

訂について説明いたします。 

 資料をお配りしておりますのでごらんくださ

い。 

 なお、この資料、２枚物になっておりまして、

１枚目が改定した基本方針、２枚目が、そのど

の部分を改定しているかということで色をつけ

ているものです。 

 その裏に、これまでの平成19年に改定した基

本方針で、どの部分を削除して挿入しているか

というのを書いたものであります。 

 それでは、２ページ目、２枚目の表を使って

説明したいと思いますので、ごらんください。 

 これまでも本市の人権教育基本方針はあった

んですけれども、平成19年に改定しましたが、

もう10年たっているということで見直しをして、

改定をしました。 

 下の４つの具体的な方針については変更して

いませんが、その前の段階のものについて変更

しております。 

 まず、１段落目は「国連は」から始まる部分

は、国際的な情勢について書いているもので、

変更はございません。 

 ２段落目の「我が国では」から始まるところ

は、国内情勢について書いているところで、変

更しております。「我が国では」の後の２行目

途中から「しかし、同和問題を初め、女性、障

がい者」であったんですけれども、その間に

「性的マイノリティー」と入れております。 

 その２行下「こうした中」というところで、

法律についてもつけ足しております。人権３法

と言われることがあるんですけれども、その法

律で変えております。１つ目が、いわゆる障害

者差別解消法になります。２つ目がヘイトスピ

ーチ解消法ですね。３つ目が部落差別解消推進

法と言われることがあるんですけれども、その

３法について書いております。 

 その下、人権教育についてということで、文

部科学省が出した人権教育の指導方法等のあり

方について、前回のときは第２次取りまとめま

でしか出ていませんでしたが、その後、第３次

取りまとめが出ましたので、それについても書

いております。 

 その下の段落が「大阪府においては」という

ことで、大阪府の情勢について書いておるんで

すけれども、人権問題に関する府民意識調査に

ついては、５年ごとに実施されておりますので、

５年ごとということを書いております。 

 そして、最後、本市のことを書いているんで

すけれども、一番最後に平成27年の大阪狭山市

教育振興基本計画についても重点目標に人権教
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育の充実を掲げているということについて書い

ております。 

 それを受けて、この４つの基本方針について

は現時点でも大変重要なことでありますので、

そのまま継続してこの基本方針をまた新たに周

知しながら、人権教育を推進したいと考えてお

ります。以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質

問等ございませんでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 中身についてはこれでいいと思うんですけれ

ども、ちょっと表記について、２段落目の２行

目に「同和問題を初め、女性、性的マイノリテ

ィー、障がい者、高齢者」のところが。その次

のその２行下に「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」ということですが。これ

は、意図があると思いますが、障がいのがいを

平仮名にして、法律についてはそのまま漢字で

障害と。この辺の整合性はつくのかどうかとい

う点と、それから性的マイノリティーというの

は、これは、いわゆるＬＧＢＴのことなのかな。

この表現は、大体どこも性的マイノリティーと

いう言い方で問題ないのか、その辺りを教えて

いただいたらと思います。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（酒匂雅

夫） 

 まず１点目なんですけれども、障害者の害の

漢字なんですけれども、法的なものや公的にそ

の害の漢字が使われているものは、そのまま表

記しておりまして、それ以外の法的なものでな

い表記については、障がいのがいは平仮名でと

いうことで、これは大阪府の公的なところでは

そのようにされているということで、大阪府の

表記に合わせて書いておるところであります。 

 そして、あと２つ目につきましては、性的マ

イノリティーにつきましては、ＬＧＢＴと言わ

れることもありますし、セクシュアルマイノリ

ティーと言われることもあるんですけれども、

これにつきましては、大阪府の人権教育企画課

がこの２月に人権教育基本方針の改定というこ

とで出したものに性的マイノリティーという表

現をしておりましたので、それに合わせてその

表現させていただいております。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 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７、報告第８号、大阪狭山市人権教育

基本方針の改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 
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