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島本町教育委員会 会議録（平成３０年第１２回 定例会） 

日 時 
平成３０年１１月２９日（木） 

 午前９時３０分～午前１１時００分 

場 所 島本町役場 地階 第五会議室 

出 席 者 持田教育長、藤田委員、西山委員、森田委員 

岡本部長、安藤次長兼教育総務課長、川畑次長兼子育て支援課長 

（教育総務課）島本主査 

（教育推進課）川口課長、佐々木参事 

（子育て支援課） 

（生涯学習課）南田課長、浦上参事 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者 髙岡委員 

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第３８号議案  島本町立幼稚園設置条例施行規則の一部改正について 

第３９号議案  島本町教育委員会公印規程の一部改正について 

第４０号議案  平成３０年度教育費補正予算（案）について 

第 ９ 号報告 しまもと教育週間の実施報告について 

第１０号報告 島本町子ども・子育て会議委員の委嘱の臨時代理について 

第４１号議案  平成３０年度教育委員会表彰に係る審査について 

第４２号議案  事務局職員人事について 

議 決 事 項 第３８号議案、第３９号議案、第４０号議案、第４１号議案、第４２号議案 

教 育 長 の 

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者２名 
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教育長       本日、髙岡委員から、島本町教育委員会会議規則第３条第３項の規

定に基づき、欠席する旨の届出がありましたので、出席者は４名です。 

          定足数を満たしておりますので、平成３０年第１２回教育委員会定

例会を開会いたします。 

       お諮りします。会議録署名委員は島本町教育委員会会議規則第１７条

の規定により、藤田委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、会議録署名委員は、藤田委員

に決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

       それでは、第３８号議案「島本町立幼稚園設置条例施行規則の一部改

正について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

次長兼子育て支援課長  それでは第３８号議案「島本町立幼稚園設置条例施行規則の一部改

正について」ご説明させていただきます。改正理由としましては、町

立第二幼稚園を廃止することに伴い、及び長時間の預かり保育等の運

用の見直しを図るため、所要の改正を行うものです。今年度末におけ

る町立第二幼稚園の廃園につきましては、先の教育委員会において条

例改正についてお諮りし、９月の議会においてご可決いただいたとこ

ろでございます。今回は施行規則の改正となり、大きくは第二幼稚園

に係る施設の部分を削除することと、それに併せて、預かり保育に係

ることについて見直しを図っています。預かり保育には、預かり保育

と長時間の預かり保育があり、預かり保育は、日ごとに保育料を払っ

ていただくもので、朝の８時から夕方の６時までお預かりさせていた

だき、長時間の預かり保育は、いわゆる就労支援型に位置付けており

まして、基本的には、保育料を月額で支払っていただき、同時間のお

預かりをさせていただく制度となります。土曜日の預かり保育につい

ては、平成２４年に就労支援型を運用以来利用がなく、今年度中に初

めて２人の利用があったため試行的に行っていましたが、人員配置の

こともありますことから、土曜の利用について事前に利用申請いただ

くことについて新たに規定しております。 

新旧対照表１３ページの改正案の第７条第２項については、ご利用 

される前月の２０日までに申請いただくよう変更しています。また、
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１４ページの改正案の第１１条の表中第１号については、午後２時か

ら午後６時までとしていたところを、開始時間が明確に午後２時と決

まっていないため、開始時間の書きぶりを変更しています。１５ペー

ジの表については、第二幼稚園が廃園となることから削除しました。

また、改正案の第１３条については、現行では前日までに申込みいた

だくこととしておりましたが、保育希望日の属する週の前週の木曜ま

でに申込みいただくよう変更しています。１６ページの改正案第１７

条第２項については、保護者が保育料を正当な理由なく、かつ、引き

続き２か月以上納付しないときに園児を退園させるという措置を初め

て言及させていただくものです。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        私も前年度、第一幼稚園の預かり保育を利用させていただいており

ましたが、料金体系の変更はないものということでよろしいでしょう

か。 

次長兼子育て支援課長  預かり保育の日ごとの利用の料金体系について、変更はないもので

ございます。就労支援型の長時間の預かり保育について、第二幼稚園

の廃止による第一幼稚園の定員数や預かり保育の利用者数の増加を見

込み、人員の配置についてあらかじめ目安を立てるという観点から、

早めにお申込みいただくための様式を設定させていただいたものでご

ざいます。 

教育長       他にございませんか。 

委員        土曜日の長時間の預かり保育について確認ですけれども、土曜日に

お申込みがない場合は、休園になるのでしょうか。休園となった場合

の職員の方は休日という扱いになるのでしょうか。それとも、保育の

申込みがあった場合は、別に手当が発生することになるのでしょうか。

あともう一点ですが、改正案の第１２条について、言い換えていると

ころがわかりにくかったので、具体的に教えてください。 

次長兼子育て支援課長  土曜日の預かり保育の実施については、まず、毎年度１１月から１

２月の時期に長時間の預かり保育のお申込みをいただいておりまして、

そのお申込みの有無で当該年度における土曜日の開園の有無が決まり

ます。その後、利用のお申込みがあり、実施することとなった場合は、
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実際利用される土曜日の前月の２０日までに利用のお申込みをいただ

くということでございます。それから、職員の配置については、利用

のお申込みがない土曜日については閉園し、利用がある場合について

は、園長又は教頭の管理職が１名と非常勤職員が勤務できる体制をと

っております。また、手当につきましては、管理職については月給の

中で含まれておりますが、もう１人の非常勤職員につきましては、出

勤日に応じまして時給で手当を支給しています。それから、新旧対照

表の第１２条の預かり保育の読替えなのですが、前条の第１０条と第

１１条の規定を準用するということで、改正案の第１０条は長時間の

預かり保育の実施日について、祝日や年末年始、年度内でお申し込み

がなかった場合は実施しないということなので、長時間の預かり保育

がない日については、日ごとの預かり保育についてもまずないという

ことが第１０条で読替えができます。第１１条は、長時間の預かり保

育の実施時間について、長時間の預かり保育と預かり保育については

全て同一であり、利用者が就労支援型でお申込みか日ごとでお申込み

かの違いによるもので、結果的には、内容としては、預かり保育と読

み替えることができるという規定を第１２条でしているということで

あります。 

委員        第１２条に規定してあるところの意味というのは文言の変更でなく

内容が同じになるということですか。 

次長兼子育て支援課長  預かり保育の実施日と実施の時間帯につきましては長時間の預かり

保育も預かり保育も同一ですので、預かり保育とここを置き換えてい

ただいて読み替えていただくという規定でございます。ですから、同

じと理解していただいたらいいと思います。 

委員        土曜日の預かり保育について、前月の２０日までに申込書を提出す

るということですが、土曜日も働きたいが預かり保育がないから働け

ないと保護者の方から聞いたことがあります。前月の２０日までとな

るとパートのシフトが出るのがぎりぎりになり、預かり保育の利用が

変更になることがあると思うのですが、キャンセルになった場合は、

いつまでに言えばいいか等の規定はあるのでしょうか。 

次長兼子育て支援課長  土曜日の預かり保育につきましては、前月の２０日までにお申し込

みいただきますが、この利用につきましては、土曜日も含めますと月
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額使用料で１万円をお支払いいただいておりまして、キャンセルにつ

いては細かな日割り計算はしておりません。原則的には１万円いただ

くということになっております。 

委員        保育の人数によっては該当日の先生方の配置にも影響があると思い

ますが、預かり保育の申込みのキャンセルについてはいつまでに申し

出ればいいかといった期日があれば、教えていただきたいと思います。 

次長兼子育て支援課長  お仕事のシフトローテーションの組み方は流動的であると思います

ので、利用のキャンセルが発生することは多々あるだろうと考えてお

りますが、明確なキャンセルの期日は、現在ございません。お申込み

のキャンセルに関する規定の明文化については今後の検討課題になっ

てくるかと思いますが、保育の人数によって配置職員数を増減してい

くというような考えは、今のところ考えておりません。 

委員        現行では、土曜日の預かり保育につきましては管理職が対応してい

るということでしたが、土曜日の預かり保育が今後増えていく可能性

もございます。それに伴いまして、管理職だけでは対応しきれないこ

ともあるかと思いますので、職員の配置というのは、もう少し具体的

にこれから示していただけたらいいかなと思います。今後の見通しを

わかる範囲で教えていただけたらと思います。 

次長兼子育て支援課長  土曜日の利用については、今年度は２名の登録でありましたが、今

後相当数増える可能性もあり、その場合は、管理職と非常勤職員だけ

では対応できない可能性もございますので、１２月の幼稚園の受付状

況も考え、併せて来年度の職員体制について検討してまいりたいと思

っております。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は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） 
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教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

       第３９号議案「島本町教育委員会公印規程の一部改正について」を

議題とします。事務局の説明を求めます。    

次長兼教育総務課長  それでは第３９号議案「島本町教育委員会公印規程の一部改正につ

いて」ご説明させていただきます。改正の理由でございますが、本議

案につきましては平成３１年３月３１日をもって町立第二幼稚園を閉

園することに伴い、第二幼稚園及び第二幼稚園長の公印を廃止するも

のでございます。また、新旧対照表をご覧いただきまして、表中の公

印番号２８及び２９について削除するものです。なお、施行日は、平

成３１年４月１日でございます。 

（事務局説明） 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は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） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

       第４０号議案「平成３０年度教育費補正予算（案）について」を議

題とします。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長  それでは第４０号議案「平成３０年度教育費補正予算（案）につい

て」ご説明させていただきます。本議案は１２月定例会議に提出予定

のものでございます。１ページの歳入といたしまして、大阪府北部地

震により被害を受けました第二小学校の体育館窓ガラスの復旧工事の

国庫申請していたものが内示を受けたため５，３５８千円の増額補正

をするものです。２ページをご覧ください。放課後子ども支援費とし

て１，６８１千円減額するものです。内訳としましては、指導補助員

を任用したことに伴う予算の組み替えを行ったことから報酬を５，２
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６１千円減額し、賃金を３，５８０千円増額するものです。次に小学

校の学校管理費として１６，０５５千円増額するものです。内訳とし

ましては、新年度の児童数の増加に伴う備品購入費として４４５千円

の増額、第三小学校の設備設計の業務委託料として１５，２０２千円

の増額、新年度の児童数の増加に伴う給食用消耗品費として２２１千

円の増額、給食用備品購入費として１８７千円の増額するものです。

中学校の教育振興費の５００千円増額は、平成３１年度から中学校に

おいて道徳が科目となりますことから先生が使用する教科用図書の指

導書を購入するものです。幼稚園費４６１千円の増額は、産休代替教

諭を任用するため賃金を増額するものです。以上１５，３３５千円の

増額となっております。 

３ページをご覧ください。児童福祉施設費７，７４３千円の増額は、

第二保育所便所の増設等改修のための工事費でございます。 

４ページは、島本町立小中学校健康診断業務外５件の債務負担行為

の設定でございます。各業務につきまして、平成３１年度当初から事

業が執行できるよう平成３０年度内に入札を行う必要があることから

設定するものです。 

５ページは、第三小学校整備設計等業務外２件の繰越明許費でござ

います。いずれも本年度中に事業が完了しないため繰越するものでご

ざいます。 

以上で説明を終了いたします。よろしくご審議いただきご可決賜り

ますようお願いいたします。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は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） 
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教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

       それでは、第９号報告「しまもと教育週間の実施報告について」を

議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課長    それでは、第９号報告「しまもと教育週間の実施報告について」報

告させていただきます。 

今年度も「しまもと教育週間」に合わせまして、１０月２６日～  

１１月２日にかけて、幼稚園の公開保育及び小中学校の公開授業を行

いました。参観人数につきましては、幼稚園は昨年度より１９０名減

の延べ３０３名、小学校は４４５名増の延べ３３２２名、中学校は増

減なしの３０８名でした。 

小学校及び中学校の参観者の増減につきましては、小学校において 

はすべての学校で平日の金曜日の参観者の増加と大きくは第四小学校

の児童数増加に伴う保護者の参加者数の増加が要因であると思われま

す。 

幼稚園につきましては、閉園に係る幼児の減少などにより、保護者  

の参観者が減少したと思われます。 

また、寄せられた意見等につきましては、小中学校では「通常の参  

観とは異なり、短時間の決められた日時ではなく、自由に出入りでき

るため参加しやすい」「全日公開参観はとても良い」「学習の場面だけ

でなく、普段の様子、休み時間や給食の時間の様子を見ることができ

良かった」等、複数日、参観日を設定していることや授業以外の時間

も参観できることに肯定的な意見が多く見られました。幼稚園では、

「英語のレッスンやお弁当の時間、普段の子どもたちに近い様子を時

間に関係なく見られた」「来年度入園希望なので、一日の様子を見るこ

とができ、不安が少し解消された」など、各園の取組に対して、肯定

的な回答が多く見られました。概ね肯定的な感想・意見が多くあり、

それぞれの学校園の取組に対して、一定の評価をいただいていると思

いますが、参観には特別の授業ではなく普段の授業を望む声や教員の

授業での言葉遣いについて、否定的な意見も見られました。これらに

つきましては各学校に、次年度以降の取組の参考とされるよう、校長

会にて報告をしたところです。以上簡単ですが、幼小中に係る公開保

育・参観の報告を終わらせていただきます。 
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生涯学習課課長   続きまして、生涯学習課所管分の各事業について、ご報告させてい

ただきます。 

まず、島本町文化祭でございます。１１月３日と４日に本事業を開  

催し、延べ１３，３００人のご参加をいただきました。平成２９年度

の延べ１２，９７０人と比較して、３３０人の増となっております。 

次に、町立図書館事業でございます。１０月２７日に「秋の図書館  

まつり」として３つの事業を開催し、それぞれ、「あきのおはなしかい

スペシャル」に７２人、「図書館講座」に２５人、「オータムライブラ

リーコンサート」に４４人のご参加をいただきました。各事業の合計

は１４１人となっており、平成２９年度の合計１２４人と比較して、

１７人の増となっております。 

なお、歴史文化資料館事業の秋の企画展につきましては、現在開催  

期間中であるため、資料はございませんが、１０月１１日から１１月

２５日までの来館者数速報値といたしまして、延べ１，５４２人のご

来館をいただいております。 

          以上、大変簡単ではございますがご報告を終わらせていただきます。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

委員        教育週間について私も小学校と中学校を見させていただいて、それ

ぞれの学校で工夫されているところがあり面白いなと思いました。な

かでも、今年の地震の後につけられたということでしたが、第一小学

校の階段のところに「地震がきたらこういうことをしましょう」とい

う掲示がされていまして、とても大事なことだなと思いました。特に

今、第三小学校で耐震ができてないところがあるということなので、

もし可能であれば第三小学校の児童の見えるところに貼っていただく

のもすごく良いのではないかなと思い、ご提案させていただきました。 

教育推進課課長   地震にともなう掲示につきましては好事例として提供させていただ

きたいと思います。 

教育長       他にございませんか。 

委員        第一中学校の公開授業では、人権協会の方がドコモの方と一緒にス

マートフォンとインターネットの危険な犯罪について講演をされてお

り、保護者の方にも改めて説明できる機会となり、公開授業の時にそ

のようなイベントを盛り込まれるのは良いと思います。第二小学校で
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は体育館で発表を実施されていたのが大変良いと思います。続けてや

っていただけたらと思います。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

       それでは、第１０号報告「島本町子ども・子育て会議委員の委嘱の

臨時代理について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

次長兼子育て支援課長  それでは第１０号報告「島本町子ども・子育て会議委員の委嘱の臨

時代理について」ご報告させていただきます。時間的な猶予がなく先

に実施させていただきましたことから報告させていただくものです。

この会議につきまして、幼児教育保育に関わり町内における認可定員

に関わる意見や、子育て支援施策に関わる意見を聴取するという目的

で設置させていただいております。 

１０人の委員としては、学識経験者や、公募委員による保護者のほ

か、ワークライフバランスの観点から事業主を代表するものとして商

工会、労働者を代表するものとして組合、事業に従事するものとして

高浜学園、山崎幼稚園、社会福祉協議会から選出いただいております。

そのうち、商工会について、これまでは事務局長を選出いただいてお

りましたが、事務局長の退職にあたり後任の選出依頼を行ったことこ

ろ同会会長の小山登氏を推薦いただきましたので、１０月２２日付け

で委嘱を行ったものです。任期につきましては、残任期間となります

ので平成３１年３月３１日までとなります。小山氏の経歴としまして

は、公認会計士をされており、企業などで会計決算処理などを行って

おられます。また、子育て支援施策へのかかわりに関しましては、５

人の有識者からなる社会福祉施設整備審査委員会においても企業の経

営状況や財務状況を勘案するために特化した専門職ということで委員

として携わっていただいており、今回もさまざま意見をいただくこと

を期待しております。子ども・子育て会議については、９月の条例改

正に伴い認可事務についても意見を言う場と改めて位置付けられてい

ますことから、法人の経営状況について認可の前に意見を聞くことが

できると期待しているものです。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 
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委員        前任の方はどういう方だったのでしょうか。 

次長兼子育て支援課長  長く商工会の事務局長をされていた方です 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

       お諮りします。 

           第４１号議案につきましては、特定の個人の氏名を取り扱うことか

ら、また、第４２号議案につきましては、人事案件であることから、

教育委員会会議規則第１５条の規定により、秘密会とすることにして

よろしいでしょうか。 

教育長       ご異議がないようでございますので、秘密会とすることに決しまし

た。 

この際、暫時休憩いたします。 

（資料配布） 

教育長       第４１号議案「平成３０年度教育委員会表彰に係る審査について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長 ［平成３０年度教育委員会表彰に係る審査について説明］ 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は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） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

       第４２号議案「事務局職員人事について」を議題とします。事務局

の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長 ［事務局職員人事についてについて説明］ 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 
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（質疑応答内容非公開） 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は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） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

       この際、暫時休憩いたします。 

（資料回収） 

教育長       休憩前に引き続き、会議を開きます。 

       以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 

これをもちまして、平成３０年第１２回教育委員会定例会を閉会い

たします。 

 


