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 平成３１年３月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  議案第３１号  青少年問題協議会規則の一部を改正する規則について 

  議案第３２号  町議会の議決を経るべき事件の議案について 

  報告第１１号  熊取町文化財保護審議会委員任命の専決処分について 

 

 

【その他】 

  後援名義使用願の承認について【報告】３件 

 

《３月分》 

  小・中学校行事予定 

  生涯学習推進課【煉瓦館・公民館・総合体育館 他関係団体】事業予定 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業予定 

《１月分》 

  生涯学習推進課【煉瓦館・公民館・総合体育館 他関係団体】事業報告 

  社会教育施設等利用状況 

 

 

  日   時   平成３１年２月２７日（水）午後５時から 

  場   所   役場北館３階 大会議室 

 

【教育委員会定例会出席者】 

 教育長                 勘六野 朗 

 教育委員（教育長職務代理者）      梶山慎一郎 

 教育委員                松井みゆき 

 教育委員                鈴木 直子 

 教育次長                貝口 良夫 

 理事（学校指導担当）          林 栄津子 

 理事（生涯学習・図書館担当）      野津  恵 

 学校教育課長              松浪 敬一 

 学校教育課学校指導参事         荒木 圭典 

 生涯学習推進課長            立石 則也 

 生涯学習推進課生涯学習参事       瀬野 裕三 

 図書館長                原田 貴子 
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 書記                  和田  智 

 

──────────────────────────────────────── 

 

開会  午後５時００分 

 

勘六野教育長    それでは、ただいまから平成３１年３月の教育委員会定例会を開催

いたします。 

          本日の署名委員は、松井委員を指名いたしますので、よろしくお願

いいたします。なお、土屋委員が本日、都合がつかなかったんですが、

定足数に達しておりますので、成立しているということで承知してく

ださい。では、座って失礼をします。 

          それでは、議事に入ります。 

          事前配付の議案書１ページ。 

          議案第３１号「青少年問題協議会規則の一部を改正する規則につい

て」事務局から説明をお願いします。 

          瀬野参事。 

 

瀬野参事      失礼いたします。 

          それでは、議案第３１号「青少年問題協議会規則の一部を改正する

規則について」ご説明申し上げます。 

          提案理由でございますが、この協議会の委員については青少年問題

協議会規則第３条第２項の規定により、町長が委嘱または任命するこ

ととなっておりますが、この協議会は、町の附属機関条例において教

育委員会の附属機関として位置づけられているところであり、委嘱ま

たは任命するものを町長から教育委員会に改める必要があることから

この規則案を提出するものでございます。 

          １枚おめくりいただきまして、２ページ、３ページをごらんくださ

い。 

          ２ページは改め文でございます。改正の内容につきましては、３ペ

ージの新旧対照表で説明させていただきます。 

          右側が現行、左側が改正案でございます。 

          第３条、組織の第２項中、町長を教育委員会に改めるものでござい

ます。 

          ２ページの一番下の附則でございます。この規則は平成３１年４月

１日から施行するとするものでございます。 
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          以上、議案第３１号青少年問題協議会規則の一部を改正する規則の

説明を終わらせていただきます。 

          よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上

げます。 

 

勘六野教育長    ただいまからご意見をお伺いしたいと思いますが、結局のところ条

例に従って実態を合わすようというような考えと思いますが、今まで

町長が委嘱したというところを教育委員会に名前をかえるということ

ですが、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 

梶山職務代理    この附属機関条例は、もともとあったものなんですね。 

 

瀬野参事      附属機関条例、平成２５年３月２９日に町のほうで制定された条例

となってございます。この時点で、町のほうでそれまで持っておりま

した審議会等の整理を行いまして附属機関に位置づけられた審議会、

委員会等がございます。教育委員会の附属機関として位置づけられた

ものは、教育委員会の評価委員会、青少年問題協議会、あと体育館の

指定管理者の選定委員会の３つが位置づけられているというところで

ございます。 

          以上でございます。 

 

梶山職務代理    ということは、その時点で、もう改正してもよかったわけですか。 

 

瀬野参事      この時点で教育委員会として定めるという形は可能であったかとは

考えておりますが、附属機関に位置づけられる前の段階で町長のほう

が、その委員の任命を行う。あるいは、その会議のほうの町を執り行

うといった規程がございましたので、そのまま継続してその規程を置

いたままで運用のほうをさせていただいていた、といった経緯がござ

います。 

 

梶山職務代理    わかりました。 

 

勘六野教育長    よろしいですか。 

          平成２５年以前は、教育委員会の附属機関がなかったという認識で

いいんですね。 
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瀬野参事      さようでございます。 

 

勘六野教育長    ２５年以降、そういうようになったので、それに合わせて規程をか

えましょうということにしてると。 

          ほかにご意見ございませんか。 

          では、議案第３１号「青少年問題協議会規則の一部を改正する規則

について」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    議案第３１号「青少年問題協議会規則の一部を改正する規則につい

て」承認とします。 

          続きまして、当日配付資料の議案書１３ページ。 

          議案第３２号「町議会の議決を経るべき事件の議案について」事務

局から説明をお願いいたします。 

          松浪課長。 

 

松浪課長      それでは、 議案第３２号「町議会の議決を経るべき事件の議案に

ついて」ご説明申し上げます。 

          議案書の１３ページをお開きください。 

          地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により町

長から意見を求められた次の議案については異議がないものとするも

のでございます。 

          内容につきましては、平成３１年度熊取町一般会計予算のうち、教

育の事務に関する部分についてでございます。 

          なお、これらの議案の町議会への３月議会への上程予定日は３月５

日を予定しております。 

          それでは、内容について説明をいたします。当初予算のため教育委

員会事務局における全事業が対象となるため、本日の説明につきまし

ては、経常的な予算の中でも内容が大きくかわるものや、金額の増減

の大きいもの及び臨時的な予算といったものを中心に課ごとに担当か

ら説明をさせていただきます。 

          それでは、学校教育課分からご説明をいたします。 

          議案書の１５ページをお開きください。 

          債務負担行為のページでございます。この債務負担行為といいます

のは、来年度の予算は３１年度なんですけれども、その翌年以降、
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３２年度以降の支出経費について、その支出の限度額をあらかじめ定

めて担保しておくことという行為でございます。 

          上から１段目のＯＡ機器等賃借及び保守委託、平成３１年度。これ

につきましては、熊取町全体としてＯＡ機器関係で平成３１年度から

平成３８年度までを期間として３億２１１万３，０００円を計上する

というものですけれども、このうち、１億５６０万円につきましては、

学校教育課分として、平成３１年度から平成３６年度までを期間とし

て平成３２年度の新学習指導要領の実施に向けて町内小中学校のコン

ピューター教室の更新を行い、コンピューターのリース契約を行う経

費を計上するものでございます。 

          具体的な内容といたしましては、小中学校の児童・生徒用にタブレ

ット端末（４０台）及び指導者用端末の配置をすることにより、コン

ピューター教室でも授業をするんですけれども、それ以外に普通教室

や校内での活用を図って教育内容の充実を目指すというものでござい

ます。 

          次に、上から２段目及び３段目につきましては、これは、学校保健

安全法に規定された児童・生徒の健康診断について、平成３１年度に

おいて業者委託を行うための契約事務等を進めていくという必要があ

るため債務負担を設定するものでございます。 

          限度額につきましては、小学校が３４１万円。中学校が２５１万

９，０００円でございます。 

          それでは、具体的な予算の内容について順次説明をさせていただき

たいと思います。 

          ちょっと飛ぶんですけれども、２３ページ、２４ページをお開きく

ださい。 

          まず右側の２４ページで、事業別区分という欄があると思うんです

けれども、その箱で上から４つ目の４番目のスクールソーシャルワー

カー活用事業でございます。 

          ０１報酬で、非常勤職員報酬で１，２２７万７，０００円を計上し

ておりまして、前年度との比較では２１４万９，０００円の増額とし

ております。 

          内容につきましては、学校に配置するスクールソーシャルワーカー

について、平成３０年度において３名から、１名ふやして４名体制に

充実したところですけれども、３１年度もさらに１名を増員して、５

名体制として児童・生徒の支援体制の充実を図るというものでござい

ます。 
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          続いて、２５ページ、２６ページをごらんください。事業別区分で

一番上の小学校運営事業でございます。右の内訳欄の１８番の備品購

入費、校用器具費８８４万１，０００円を計上しているんですけれど

も、このうち６３８万３，０００円につきましては、校務用パソコン

の整備経費を計上しているものでございます。 

          校務用パソコンというのは、学校の教職員が使用するパソコンとい

う意味でございます。現状で小学校全体で１１０台配置しておりまし

て職員数の割合でいくと、約７５％の充足率でございますけれども、

３１年度におきまして３４台を整備して充足率を１００％。１人１台

として教職員の業務の効率化を図るものでございます。 

          また、あわせて学校図書館のパソコンも５校、各１台更新をすると

いう予算としております。 

          続いて、２７ページ、２８ページをごらんください。 

          右の内訳欄で３つ目、１５番の工事請負費というのがあると思いま

す。その中で１、修繕工事費３億１，２０６万７，０００円という欄

がございます。内容につきましては、小学校４校、具体的には中央小

学校の中央校舎とプールの管理棟、それと西小学校、それと北小学校、

それと南小学校、この４校のトイレの洋式化改修工事費及び南小学校

の防火シャッターの改修工事費が内容となっております。このうち、

学校施設のトイレの洋式化改修工事について、若干説明をさせていた

だきます。 

          この事業は、国の学校施設環境改善交付金という交付金を受けて計

画的に実施することとしておりまして、この小学校４校のトイレ洋式

化改修事業のうち、中央小学校及び西小学校及び北小学校の、この３

校の整備費については、このほど２月７日に国において可決、成立し

て平成３０年度の補正予算で措置された学校施設環境改善交付金の採

択を受けるという旨の内示がありまして、この交付金を受け実施でき

ることとなったところでございます。 

          これについて国の交付金が平成３０年度の交付金でありますので、

それと年度を合わせる必要があることから町予算についても次の３月

議会におきまして、平成３１年度予算からこの経費を一旦減額して同

時に平成３０年度補正予算措置を行い、これを平成３１年度予算に繰

り越して平成３１年度内に整備するという内容で予定しております。 

          非常にややこしいんですけれども、交付金が採択をされて、それを

財源として整備できるようになったというところでございます。具体

的な整備は３１年度にやって、３１年度内には完成をさせるというこ
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とになっております。 

          なお残りの、南小学校のトイレ洋式化改修工事については、平成

３１年度予算に残りますので、平成３１年度交付金の獲得に向けて努

力をして、その採択を前提に整備を図りたいと考えているところでご

ざいます。 

          なお、今年度既に洋式化改修工事を進めております中央小学校の西

校舎でございますけれども、そこの１階から３階までの男女各トイレ

室については和式便器を一つ残して、残りを洋式便器とするような改

修、それと合わせて湿式から乾式ということでも、お水でざっと流す

ようなトイレではなくて、常に乾いた状態のトイレというふうな形で

の改修工事を、きのう、ちょうど終えたところでして、ちょうどきょ

うから、子どもたちが共用開始されてるという状況でございます。 

          続きまして、事業別区分で上から３番目の小学校副読本編集事業で

ございます。需用費の印刷製本費で２５０万８，０００円を計上して

おります。これにつきましては、平成３２年度から新学習指導要領の

改正に合わせまして小学校３年生及び４年生で使用する社会科副読本、

私たちの町を大幅改定し作成するものでございます。印刷部数につい

ては５年分使える冊数を見込んでいるところでございます。 

          続いて２９ページ、３０ページをごらんください。 

          事業別区分で上から２番目の小学校就学援助事業の補助費において、

要保護・準要保護児童就学援助費として２，８５１万４，０００円を

計上しております。前年度との比較で、５２８万５，０００円の増額

としているところでございます。 

          これにつきましては、前年度の平成３０年度の当初予算において認

定基準の見直しを行う、認定基準引き下げるという内容を前提とした

予算計上したんですけれども、議会の意向であったりとか、社会情勢

を踏まえた中で見直しは行わないということとし、今年度も従前と同

様の認定基準での予算確保を計上したこと。また、新入学学用品費の

単価引き上げが、国の基準の改正がありまして、それに合わせて、今

新入学学用品費４万６００円を支給しているところを、５万６００円

ということで１万円引き上げるという内容での予算計上としておりま

す。 

          続きまして、事業別区部で３つ下の小学校大規模改造事業で委託料

で測量・設計・管理等委託料ということで２，３４２万５，０００円

を計上しております。 

          これにつきましては、東小学校のトイレの洋式化改修を含めた施設
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全体の大規模修繕工事を実施していくことということを予定しており

まして、それに向けた実施設計料を計上しているところでございます。 

          それと、一つ下で、小学校給食事業の内訳欄の一つ目、需用費の消

耗品費で３４５万７，０００円を計上しておりまして、このうち、

２８３万１，０００円につきましては、町立西小学校の給食用食器の

更新を行うものでございます。給食用食器については、平成２８年度

から学校ごとに計画的に更新を進めておりまして、来年度は西小学校

の更新を行うということにしております。 

          次、内容欄の２つ下で、委託料学校給食調理等業務委託料９，４０６

万３，０００円でございますが、前年度当初予算との比較で、約７５０

万円増額としています。学校給食調理委託業務につきましては、現在、

来年度平成３１年度から３３年度までの複数年契約の締結に向けた入

札手続に入ったところでございまして、明日、その開札を行い、この

３年間の委託業者を決定するというものでございます。来年度の予算

額については、次年度からの夏休み１週間短縮するんですけれども、

その間の５日間給食日数がふえるんですけれども、それを見込んだり、

あと、１０月からの消費増税の、その分の金額を見込んだということ

もありまして、一定増額予算にしているというものでございます。 

          続いて、３１ページ、３２ページをごらんいただきたいと思います。 

          一番上が中学校運営事業でございまして、右の内訳欄の１８番の備品

購入費の校用器具費４８８万１，０００円のうち、３４５万５，０００

円につきましては、校務用パソコンの整備に係る費用を計上している

ものでございます。なお、この校務用パソコンについては、現在、中

学校全体で７５台配置しております。約７５％の充足率なんですけれ

ども、３１年度におきまして１８台さらに整備をしまして中学校にお

きましても充足率を１００％、一人１台のパソコン整備ということに

して小学校と同様教職員の業務の効率化を図るものでございます。そ

れと合わせて、中学校の学校図書館のパソコンも３台更新をするとい

うものでございます。 

          事業別区分で、その下の中学校維持管理事業でございます。 

          右の内訳欄の１５番の工事請負費の維持修繕工事費１，６５２万

７，０００円でございますが、これは、熊取北中学校の給食場が一部

雨漏りをしておりまして、これの屋根の改修工事を行うと、それと、

熊取中学校の防球ネットの改修工事を行うものでございます。熊取中

学校の防球ネットは熊中の武道館から珠算塾のところまでの防球ネッ

トの改修工事を行うというものでございます。 
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          続いて、３３ページ、３４ページをごらんください。 

          事業別区分で６番目の中学校就学援助事業の扶助費で、要保護・準

要保護生徒就学援助費として２，４６８万８，０００円を計上してお

りまして、これも小学校と同様前年度に比べて、２４０万増額として

おります。これは、小学校の就学援助事業での説明と同様でございま

すが、新入学学用品費の単価引き上げについては、小学校と同様１万

円をアップするものですけれども、中学校の新入学学用品費について

は、もともと４万７，４００円だったのを１万円上げて５万７，４００

円に引き上げるというものでございます。 

          続いて、事業別区分で２つ下のＤＡＳＨプロジェクト推進事業でご

ざいます。これは負担金及び交付金で部活動スポーツ指導者派遣事業

分担金ということで５４万６，０００円を計上をしております。 

          これにつきましては、平成３０年３月に大阪体育大学と締結した協

定書に基づいて大阪体育大学の学生さんを町立中学校のクラブに派遣

してもらって指導いただくという事業でございまして、その分担金を

計上したものでございます。 

          続いて事業別区分で一つ下の中学校給食事業の内訳欄の上から３番

目の委託料の学校給食調理等業務委託料として４，７１７万７，０００

円を計上しております。前年度当初との比較では、約２４０万円の増

額としているところでございます。内容につきましては、小学校給食

事業と同様で夏休み短縮による給食日数の５日間の増と、１０月から

の消費増税を見込んで増額としているものでございます。学校強化分

で大きくかわるところと、臨時的なものを中心に説明をさせていただ

きました。 

          以上でございます。 

          続いて、生涯学習推進課です。 

 

勘六野教育長    どうぞ、立石課長。 

 

立石課長      それでは、私のほうからは生涯学習推進課文化振興グループに関す

る予算について主なものを説明します。 

          文化振興グループにつきましては、公民館、町民会館、中家住宅、

熊取交流センター、総合体育館、文化財事業が対象となっております。 

          それでは、３９ページ、４０ページをごらんください。 

          事業別区部の４０ページになりますが一番上の旧町民会館分館維持

管理事業、内訳の１５、工事請負費維持修繕工事費について説明いた
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します。内容につきましては、平成３０年９月３０日に町民会館分館

の共用が終わりましたが町民会館分館の既設ブロック塀、これは東側

と南側があるんですが、東側は高さ１．２メートル、長さが約２１メ

ートルございます。南側は高さ１．６メートル、長さが約３５メート

ルありまして、控え壁がなく、建築基準法に不適合であるということ

から、撤去工事を行うもので４５８万６，０００円を計上しておりま

す。 

          続いて、同じページの事業別区部で、中家住宅運営事業についてで

ございます。 

          中家住宅につきましては、昨年９月の台風２１号により、現在修理

工事に入っていることから、コンサート等の文化事業が開催できない

ということがございまして、前年度当初予算額より３１万９，０００

円減額となっており、町内の歴史施設を活用したイベントを実施して

おりますくまとりドキドキ博物館実行委員会の補助金２０万円のみと

なっております。 

          これに合わせまして、同じページの事業別区分で一番下になるんで

すが、中家住宅管理事業についてでございますが、中家住宅が平成

３１年度閉館ということになっておりますことから、臨時雇賃金が減

少するなどしまして、前年度当初予算額よりも１７２万円減りまして

２６３万９，０００円となっております。 

          続きまして４９ページ、５０ページをごらんください。事業別区分

で真ん中の体育施設維持管理事業についてでございます。 

          その中の内訳の１１、需用費の修繕料ですが、体育館につきまして

は、開館してから２０年以上経過していることから、町民グラウンド

のテニスコート駐車場周辺の屋外のポール灯のＬＥＤ化を行います。

それと、総合体育館の中にありますエレベーターの修繕、それと、消

防用の設備の修繕の３つの修繕を行うことから５６５万４，０００円

を計上しております。これにつきましては、前年度当初予算額との比

較をしますと、約５００万円の増額となっております。 

          続きまして、同じページの内訳の１３委託料、その中の実施設計委

託料ですが、体育館事務所にあります中央制御盤の実施設計として

２５８万５，０００円を計上しております。この設計に関連しまして、

この内訳欄の１５、工事請負費の維持修繕工事費として４，１７７万

３，０００円を計上しておるんですが、その内容につきましては、先

ほどの中央制御盤の実施設計をもとに改修工事を行うこと、それと体

育館のメインアリーナの床を全面改修する工事、それと体育館のサブ
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アリーナと会議室の屋上の雨漏りがございますので、そこの防水工事

をするということで４，１７７万３，０００円を計上しております。 

          以上で、私のほうから説明を終わります。 

 

勘六野教育長    はい。瀬野参事。 

 

瀬野参事      それでは、生涯学習推進課の生涯学習グループが所管する部分の予

算につきまして、主な変更があったところをご説明申し上げます。 

          恐れ入りますが、議案書お戻りいただいて３５ページと３６ページ

をお開きください。 

          ちょうど中ほど、事業別区分で社会教育一般事務経費６２８万

６，０００円となってございますが、こちらのほうは平成３０年度か

ら１１７万９，０００円減額となってございます。こちらにつきまし

ては、煉瓦館において採用のほうをしておりました臨時職員の賃金を

１名分減するといったところが要因となっております。平成３０年度

で１２４万９，０００円を計上しておったんですが、こちらのほうを

削減したことによる減という形になってございます。 

          少しおめくりいただきまして、４３ページ、４４ページをお願いい

たします。 

          事業別区分で最初に出てくるところ、子育て支援放課後自習室事業

１１７万７，０００円ということで計上をさせていただいてございま

す。こちらのほうは、平成３０年度の予算から１５９万８，０００円

の減額となってございます。こちらの事業は、中学校放課後自習室の

運営に要する経費で支援員の方の謝礼金、そちらのほうで必要となる

消耗品と参加していただいた先生、子どもさん方への保険料というと

ころでなりたっております。こちらの事業、これまで実施をしてきて

いただいておりましたが、なかなか参加人員の増というのをはっきり

と見込むことができない状況となってございます。今年度平成３０年

度でございますが、予算は先ほど申し上げましたとおり、少し大きめ

で計上させていただいておりましたが、２９年度の実施の形態と参加

の状況のほうを勘案いたしまして中学生の参加実績がある日に絞って

実施を行うということで毎週水曜日に煉瓦館において実施する、テス

ト前につきましては、各中学校で基本３日間、夏休みの期間中の開催

は煉瓦館で３日間と各中学校の夏休みの補充授業に参加をさせていた

だくという形で少し絞って実施をしてまいりました。平成３１年度の

計上させていただいております１１７万７，０００円につきましては、
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平成３０年度実施の実績に基づいた予算の計上を行っていることから

減額となっているものでございます。 

          生涯学習分につきましては、以上でございます。 

 

勘六野教育長    はい。図書館です。館長。 

 

原田図書館長    それでは、図書館の分について説明をさせていただきます。 

          お手元の資料の４６ページをお開きください。 

          ４６ページの一番上になります。こちら図書館運営事業になるんで

すけれども、そこの１８番の図書費についてでございます。 

          昨年度、予算シーリングを達成するために図書費を減額したのです

けれども、図書費につきましては、図書館の根幹であるため、平成

３１年度は平成２９年度と同額の予算を計上いたしました。 

          ですので、平成３０年度の予算と比較しまして５７万４，０００円

の増額となり、１，３３７万円の計上となってございます。 

          続きまして、読書活動推進事業になります。ちょっと下のほうに下

がっていただきまして、８番の報償費の謝礼金についてご説明いたし

ます。 

          平成３１年度は図書館開館２５周年を迎えるため子ども読書活動推

進に係る講演会及び研修会を予定しております。平成３０年度予算か

ら８万７，０００円を増額しているんですけれども、こちらは平成

３０年度委託料の人形劇上映委託料というものをこちらに振りかえて

する予定となっておりまして、金額のほうが１４万７，０００円とな

ってございます。 

          そのほか、臨時予算につきましては、図書館の施設管理業務の１１

番の需用費の修繕料でございます。開館２５週年でもあるため、正面

玄関周りをきれいに整えるための修繕料を計上して、そちらも含んだ

金額となっております。 

          また、防災の観点から同じ施設管理業務の委託料の植木剪定等委託

料で外環状線沿いののり面の樹木の剪定を予定してございます。 

          以上です。 

 

勘六野教育長    はい。ほかにございますか。課長。 

 

松浪課長      以上で教育委員会事務局の予算の説明を終わります。よろしくご審

議いただきますようお願いいたします。 
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勘六野教育長    わかりました。 

          それぞれの担当者から昨年度の予算と比べて顕著に違いのあるとこ

ろだけ説明を願ったと思いますが、かなり多岐にわたっておりました

ので、わかりにくいところ、もう一回説明してよというところがあり

ましたらお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

梶山職務代理    ひとつ教えていただきたいんですが、債務負担行為というところの

３億２１１万３，０００円。 

 

勘六野教育長    １５ページですね。 

 

梶山職務代理    １５ページ。タブレットという説明だったと思うんですけれども、

小・中のタブレット４０台。それで１億５，０００万円とおっしゃい

ましたか。 

 

松浪課長      １億５６０万円です。 

 

梶山職務代理    これは、タブレット４０台で１億５６０万で。 

 

勘六野教育長    課長。 

 

松浪課長      これは、１校４０台で。 

 

梶山職務代理    １校４０で。 

 

松浪課長      基本的には、各校にコンピュータールームがございますので、そこ

へ生徒用ということで各校４０台で、指導者用ということで１台を整

備するという内容になるかと思います。今は、現状、小学校は２０台

を整備していて、２人で１台を使ってるという状況なんですけれども、

それを平成３２年度からのプログラミング教育とかも開始されますの

で、一人１台必要だろうということで、小学校も中学校も一人１台の

整備となるというふうに考えております。それの、５年間のリースの

費用ということで考えております。 

 

梶山職務代理    でも、高くないですか。１つタブレット１０万円として、それで
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４０台でしょう。校数掛けて５年掛けて、億になりますか。 

 

松浪課長      今回、コンピューターの整備と合わせまして、センターサーバー化

と言いまして、各校にサーバーを置いて、インターネットを接続する

ようにしているんですけれども、将来の校務支援システムの導入であ

ったりとか、セキュリティ対策もございますので、今回センターサー

バー化ということで、役所の中にサーバーを一つ置いて、そこから各

校に連携していくというふうなことです。 

 

梶山職務代理    サーバーも入っているんですか。 

 

松浪課長      そうです。そういった経費も含めて整備したいということで、考え

ておりますので、一応極度額になりますので、その範囲以内で契約を

するということになりますので、入札の手続の中で一定の金額に落ち

着いてくるということは考えているところでございます。 

 

梶山職務代理    はい。 

 

勘六野教育長    私も同じところなんです。新規購入するのが、１校４０台の８校。

リースの５年間分のリースで、今言われたサーバーをかえるというこ

とで１億５００万ということですね。 

 

松浪課長      そうです。 

 

梶山職務代理    サーバーにもよりますね。タブレットだけだったら、ちょっと望外

な値段だと思う。 

 

荒木参事      少し、内容等について補則をさせていただきます。 

          プログラミング教育というのをおっしゃいましたけども、そういっ

た意味に加えまして、授業支援システムであるとか、そういったソフ

ト面のもちろん、ものも追加されますので、機械だけの純粋な値段で

はなくて、中に入ってくるアプリでありますとか、そういったもの、

それから、更新しますのに周辺機器も当然かかってまいります。キー

ボードでありますとか、あるいは附属のもの、補完するための物品等

もかかって来ますので、初期段階そういったものが、やっぱりかかっ

てくるということもございますので、金額のほうも多少大きくなって
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まいります。 

 

勘六野教育長    今のデスクトップのパソコンもリースなんですか。リースでしたか。 

 

松浪課長      はい。 

 

勘六野教育長    ほか、ご質問はございませんか。いっぱい説明していただきました。

もうだんだん忘れてきてるかもしれないです。ございませんか。いろ

いろ説明でご承認いただけることでよろしいですか。 

          では、議案第３２号「町議会の議決を経るべき事件の議案につい

て」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    議案第３２号「町議会の議決を経るべき事件の議案について」承認

とします。 

          次に、当日配付議案書の５３ページ、報告第１１号「熊取町文化財

保護審議会委員任命の専決処分について」事務局から説明をお願いい

たします。 

          立石課長。 

 

立石課長      当日配付分の議案書５３ページをごらんください。 

          報告第１１号「熊取町文化財保護審議会委員任命の専決処分につい

て」。 

          文化財保護審議会条例第５条第１項第２号の規定による文化財保護

審議会委員の任命について、事務委任規則第４条の規定により専決処

分したので報告するものでございます。 

          委員につきましては、５４ページをごらんください。表の上から腕

野亮治さん、元文化振興連絡協議会会長、専門は郷土史でございます。

次に、黒田慶子さん、神戸大学大学院教授、専門は自然科学（植物）

でございます。櫻井敏雄さん、公益財団法人和歌山県文化財センター

理事長、専門は建築でございます。熊取交流センター、煉瓦館の調査

とかもやっていただきまして報告書とかも出しておられる方でござい

ます。瀬川健さん、元大阪府教育委員会文化財調査事務所調査第一補

佐、専門は考古学でございます。南川孝司さん、ＮＰＯ法人摂河泉地

域文化研究所代表、専門は郷土史でございます。吉原忠雄さん、大阪
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大谷大学非常勤講師、専門は美術史、仏像とかになります。 

          以上、６名の方につきましては、前回も委員を務めていただいてお

ります。※印の２名の方につきましては、新委員でございます。瀬川

会長からの推薦ということになります。中元雄治さん、一般財団法人

橋梁調査会調査役、専門は土木史になります。明石海峡大橋の建設に

携わった方でございます。熊取町におきましては、永楽ダムとか、大

森神社の横に大宮橋というのがあるんですが、あれも昭和初期の橋で

ございまして、そういったものが土木的なものがございますので、委

員に入っていただいております。本多健一さん、大阪観光大学観光学

部准教授、専門は歴史地理学、歴史民俗学、観光歴史学でございます。

歴史地理学というのは、地図から歴史を読み解くというものでござい

ます。民俗学については、人の営みというか、行事であるとか、そう

いったところのことを研究する学問ということで、本多健一さんにつ

きましては、特に祇園祭や葵祭など、京都の祭礼に詳しい方でござい

ます。地元大学ということもございまして、今回委員として任命いた

だくことになりました。任期につきましては、２０１９年２月２２日

から２０２１年２月２１日まででございます。 

          以上で説明を終わります。 

 

勘六野教育長    既に選出もしてるわけですけれども、ただいまの説明でご質問、ご

意見はございませんでしょうか。 

          では、報告第１１号「熊取町文化財保護審議会委員任命の専決処分

について」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    報告第１１号「熊取町文化財保護審議会委員任命の専決処分につい

て」承認とします。 

          以上で、本日の会議に付された議案が終了いたしました。ほかに何

かございますでしょうか。 

 

（その他 報告事項） 

 

勘六野教育長    瀬野参事。 

 

瀬野参事      『後援名義使用願の承認についてｐ．４より説明』 



－１７－ 

 

勘六野教育長    では、報告事項に入っておりますので、そのまま報告事項の説明を

お聞きしたいと思います。 

          この会につきましては、土屋委員が１月入っていかれた会だと思う

んです。非常によかったというふうに土屋委員がおっしゃっておられ

ましたけれども、それを、今度は違う場所で４月の末にまたというこ

とでございます。前回にも承認しておりますが、承認という形でいき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

          その次の、報告事項をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      『後援名義使用願の承認についてＰ．５より説明』 

 

勘六野教育長    これも例年どおりの大会で後援をしておりますので、よろしいでし

ょうか。 

          はい、次の報告をお願いいたします。 

 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．６より説明』 

 

勘六野教育長    これも例年非常にありがたいことをしていただいておるわけですけ

れども、特にご異議ございませんか。では、そのままことしもやると

いうことでよろしくお願いいたします。 

          そのほかに報告事項がございますでしょうか。 

          林理事。 

 

林理事       『小・中学校行事予定Ｐ．５５により説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの報告で、行事のことで。よろしいでしょうか。 

          そのほかに報告事項がございますでしょうか。 

          立石課長。 

 

立石課長      『生涯学習推進課３月行事予定Ｐ．７～Ｐ．８により説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの説明でご質問ございませんか。よろしいでしょうか。 

          では、図書館お願いいたします。 

 



－１８－ 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．９～Ｐ．１０により説明』 

 

勘六野教育長    本日は、審議と報告事項が混在しましたけれども、最後のほうは報

告事項ということで、ご質問がなければ、ほかにご報告がなければ、

これで終わりたいと思います。 

          あと、諸連絡がありますので、とりあえず、これで教育委員会定例

会を終わりたいと思います。 

          どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後６時０３分 

 

 


