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 平成３１年４月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  議案第１号  後援名義使用願の承認について 

  報告第１号  町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専決処分報告につ

いて 

  報告第２号  平成３１年３月熊取町議会定例会の結果報告について 

 

【その他】 

  後援名義使用願の承認について【報告】２件 

 

《４月分》 

  小・中学校行事予定 

《３月分》 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業報告 

 

  日   時   平成３１年４月５日（金）午後１時から 

  場   所   ふれあいセンター３階 健康リハビリ室 

 

【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                土屋 裕睦 

 教育委員                鈴木 直子 

 教育次長                貝口 良夫 

 統括理事（学校指導担当）        吉田 茂昭 

 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         櫻澤 彩香 

 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 

 書記                  藤原  正 

 書記                  南條  剛 
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──────────────────────────────────────── 

 

開会  午後１時００分 

 

勘六野教育長    それでは、皆さん、こんにちは。 

          きのう、きょうと、小・中学校の入学式、どうもありがとうござい

ました。非常にお天気がよくて、暖かくて、体育館でも底冷えはしな

くてよかったなと思います。 

          では、定刻になりましたので、早速、平成３１年度の４月定例会を

行いたいと思います。座って失礼します。 

          本日の署名委員は、土屋委員にお願いします。 

 

土屋委員      わかりました。 

 

勘六野教育長    お願いします。 

          それでは、議事に入ります。 

          事前配付しています議案書の１ページ、議案第１号「後援名義使用

願の承認について」、事務局から説明をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      事前配付しています議案書１ページをごらんください。 

          議案第１号「後援名義使用願の承認について」（第４６回近畿ろう

あ者体育大会ｉｎ大阪）、ご説明申し上げます。 

          平成３１年３月１４日付で、近畿ろうあ連盟から第４６回近畿ろう

あ者体育大会ｉｎ大阪の開催について、当委員会の後援名義使用願が

あったので、これを承認するものでございます。 

          本案件は、新規の案件としてご審議をお願いするものでございます。 

          ２ページをごらんください。 

          行事の名称は、第４６回近畿ろうあ者体育大会ｉｎ大阪。 

          開催日は、２０１９年５月２５日（土曜日）、２６日（日曜日）、

両日とも９時から１８時でございます。 

          開催場所は、ひまわりドーム。 

          行事の概要ですが、軟式野球競技、卓球競技、バレーボール競技、

テニス競技、ゲートボール競技、ボウリング競技、フットサル競技を

実施するというものです。 

          なお、ひまわりドームにおきましては、５月２５日（土曜日）、９
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時から２１時、バレーボール競技の会場となります。 

          ４ページをごらんください。 

          ４ページに日程・会場がございます。先ほども申しましたように、

５月２５日（土曜日）、９時から２１時。５６回バレーボール競技が、

ひまわりドームで実施されるというものでございます。 

          あとはすみませんけれども、もとに戻っていただきまして、参加予

定人員ですが、約６００名。 

          参加対象者は、近畿ろうあ連盟加盟団体の会員、会員資格を持たな

い聴覚障害者の高校生、健聴者の監督、コーチ等でございます。 

          参加者負担ですが、これにつきましては７ページをごらんください。 

          大会参加料としまして、表がございます。バレーボールにつきまし

ては、３，５００円、高校生が２，０００円でございます。 

          ６ページには、大阪府の地図がございまして、各競技の場所が掲載

されております。 

          それでは、また２ページに戻っていただきまして、周知方法につき

ましては、当連盟加盟協会による会員に対しての情報提供でございま

す。 

          なお、前回４５回の体育大会につきましては、滋賀県で行われてお

ります。 

          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します。 

          以上で説明を終わります。 

 

勘六野教育長    ありがとうございました。 

          新規案件ということで、委員の皆様方から何かご質問はございませ

んでしょうか。 

          ございませんか。 

          じゃ、すみません、ちょっと１つ。ことしは、これを見たら、大阪

府でやられるということで、昨年は滋賀県。 

 

立石課長      はい。 

 

勘六野教育長    過去にも大阪府が当たったときには、ひまわりドームじゃないとい

うことで、後援名義がなかったんですね。 

 

立石課長      そうですね。 
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勘六野教育長    そういうことですね。 

 

立石課長      はい。 

 

勘六野教育長    ひまわりドームを使うのは、初めてというような感じですか。 

 

立石課長      はい。 

 

勘六野教育長    ほかの、例えば貝塚とかでやられているときには、熊取町の後援名

義はないということですね。 

 

立石課長      そうですね。今回、ひまわりドームということで。 

 

勘六野教育長    そういうことですね。 

 

立石課長      はい。 

 

勘六野教育長    わかりました。 

          委員の皆さん、ご質問よろしいですか。 

          では、議案第１号「後援名義使用願の承認について」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１号「後援名義使用願の承認について」承認とします。 

          では、その次に、当日配付している議案書、１８ページ、報告第１

号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専決処分報告

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、報告第１号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対す

る意見の専決処分報告について」、ご説明を申し上げます。 

          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、異議がないものとし、

専決処分したので、報告し、承認を求めるものでございます。 

          内容につきましては、１点目が平成３０年度熊取町一般会計補正予
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算（第１３号）で、２点目が平成３１年度熊取町一般会計補正予算

（第１号）でございます。 

          なお、これらの案件につきましては、専決処分の後に、平成３１年

３月熊取町議会定例会の最終日の３月２７日に追加議案として上程を

したものでございます。 

          この２つの補正予算につきましては、学校施設のトイレ洋式化改修

工事に関するものでございまして、議案書の説明の前に、口頭で若干

概要をまず説明をさせていただきたいと思います。 

          本町のトイレの洋式化改修事業については、国の学校施設環境改善

交付金を受けて、計画的に実施するということにしております。平成

３１年度当初予算で計画していた中央小学校と西小学校、それと北小

学校と南小学校、この４校のトイレ洋式化改修工事を予定していたん

ですけれども、このうち南小学校を除く中央小学校と西小学校と北小

学校の３校の整備費につきまして、今回、国において２月７日に可決

成立された平成３０年度の補正予算の中で、学校施設環境改善交付金

の増額補正がありまして、この交付金を受けられるという旨の内示が

ございまして、この３校の整備については、３０年度のこの交付金を

受けて実施できるということになったところです。 

          これについて、国の交付金が年度が平成３０年度になりますから、

年度を合わせる必要があることから、町予算につきましても、３月議

会におきまして、平成３０年度の予算において、この３校分の整備事

業費を増額する補正を行いまして、この予算を平成３１年度に繰り越

して、整備をすることとするものであります。同時に、平成３１年度

予算から、この３校分の事業費を減額、その相当額を減らすと、減額

するということで金額を合わせているというものでございます。 

          なお、南小学校のトイレの洋式化改修については、平成３１年度予

算にそのまま引き続き残りますので、３１年度の交付金が獲得される

ことを条件に、整備を図りたいというふうに考えているところでござ

います。 

          ちょっとややこしい説明だったんですけれども、一応その３校につ

いては、３１年度内に工事を実施して、完了するということで進めて

いきたいと考えております。 

          それでは、議案の中身について説明をいたします。 

          １点目の平成３０年度熊取町一般会計補正予算（第１３号）につい

て、議案書の２３ページ、２４ページを見ていただきたいと思います。 

          まず、歳入でございます。 
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          一番右側の箱の学校施設環境改善交付金として、７，５５３万

８，０００円を計上しております。これは中央小学校、西小学校、北

小学校の３校のトイレの洋式化改修に係る整備費に対する国の交付金

の金額でございます。 

          次に、その下の箱で小学校施設改修事業債として、１億４，９５０

万円を計上しております。これは基本的に後で出てきますけれども、

トイレ洋式化改修に係る工事費から、先ほど申し上げた学校施設環境

改善交付金７，５５３万８，０００円を除いた金額でございまして、

この金額を借金といいますか、借り入れをするというものでございま

す。 

          次に、歳出でございます。２５ページ、２６ページを開いていただ

きたいと思います。 

          右側の箱の中で、維持修繕工事費として２億２，４６３万９，０００

円を計上しております。これが先ほどの中央小、西小、北小学校の３

校のトイレ洋式化整備に係る工事費を計上しているものでございます。 

          次に、２０ページに戻っていただきたいと思います。 

          第２表の繰越明許費補正でございます。 

          先ほどの中央小学校、西小学校、北小学校のトイレ洋式化改修工事

費の工事費２億２，４６３万９，０００円、この金額については、契

約及び工事が実際には平成３１年度になりますので、この予算を平成

３１年度に繰り越すということを担保する手続として、繰越明許費補

正ということで提案をしたところでございます。 

          以上が平成３０年度の一般会計補正予算（第１３号）の説明でござ

います。 

          次に、２点目の平成３１年度の熊取町一般会計補正予算（第１号）

について説明をしたいと思います。 

          議案書の２９ページ、３０ページをごらんいただきたいと思います。 

          まず、歳入でございます。 

          右側の箱の学校施設環境改善交付金で、マイナス７，２６７万

１，０００円を計上しております。これは中央小学校及び西小学校、

北小学校のトイレ洋式化改修工事に係る交付金を平成３０年度の補正

予算で計上したことに伴い、これに相当する金額を３１年度の予算か

ら減額しているものでございます。 

          その下の箱の小学校施設改修事業債につきまして、マイナス１億

９００万円を計上しております。これにつきましても、平成３０年度

の補正予算で計上したことに伴い、平成３１年度から相当する金額を
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減額するというものでございます。 

          次に、歳出でございます。３１ページ、３２ページをごらんいただ

きたいと思います。 

          右側の箱の維持修繕工事費として、マイナス２億１，８０１万

３，０００円を計上しております。これにつきましても、平成３０年

度の補正予算で３校のトイレ洋式化工事費を計上したことに伴って、

３１年度の予算からこれに相当する金額を減額するというものでござ

います。 

          以上で、報告第１号の説明を終わりたいと思います。よろしくご審

議いただき、ご承認いただきますようお願いいたします。 

 

勘六野教育長    わかりました。 

          ただいま報告いただきましたが、委員の皆様方から何かご質問はご

ざいませんか。 

          ございませんか。 

          では、確認としては、トイレというのは、東小学校は大規模と一緒

に洋式化をやって、南小学校は３１年度の予算の、言うたら、お約束

してくれるかどうか待ちという、そういう状態ですね。 

 

松浪課長      そうです。 

 

勘六野教育長    わかりました。 

          よろしいでしょうか。 

          では、報告第１号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意

見の専決処分報告について」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１号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専

決処分報告について」承認とします。 

          では、その次の案件、報告事項、当日配付の議案書３３ページ、先

ほどの続きになりますけれども、３３ページ、報告第２号「平成３１

年３月熊取町議会定例会の結果報告について」、事務局から説明をお

願いいたします。 

          松浪課長。 
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松浪課長      それでは、報告第２号「平成３１年３月熊取町議会定例会の結果報

告について」ご説明いたします。 

          議案書の３３ページをごらんいただきたいと思います。 

          平成３１年３月熊取町議会定例会に上程の平成３１年度熊取町一般

会計予算について、それと工事請負契約の締結について（熊取町立熊

取南中学校校舎等屋根災害復旧工事）、それと平成３０年度熊取町一

般会計補正予算（第１２号）について、それと先ほどご説明させてい

ただいた平成３０年度熊取町一般会計補正予算（第１３号）について、

平成３１年度熊取町一般会計補正予算（第１号）について、この５件

につきまして、熊取町議会におきまして、慎重なご審議を賜り、原案

どおり、ご可決いただきましたことをご報告いたします。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    下の２つは、先ほどの件ですね。 

 

松浪課長      はい。 

 

勘六野教育長    ただいまの説明でご質問はございませんでしょうか。 

          既に議会に報告していますけれども、委員会として、報告第２号

「平成３１年３月熊取町議会定例会の結果報告について」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２号「平成３１年３月熊取町議会定例会の結果報告につい

て」承認とします。 

          以上が議案ということで、議案は終了いたしました。 

          ほかに議案の中で何かございませんでしょうか。 

          なければ、審議を終了いたしまして、報告事項に入りたいと思いま

す。 

 

（その他 報告事項） 

 

勘六野教育長    順次、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

          原田館長。 
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原田図書館長    『後援名義の使用願の承認について（平成３１年度子どもゆめ基金

助成事業（子どもの読書活動助成）についてＰ．３４より説明』 

 

勘六野教育長    ご質問はございませんか。 

          これも例年承認しているということですので、この形で承認をして

いきたいと思います。 

          そのほかの説明をお願いいたします。 

          原田館長。 

 

原田図書館長    『後援名義の使用願の承認について（おはなしキャラバン２０１９）

についてＰ．３６より説明』 

 

勘六野教育長    この事業も例年お願いをしている事業ですけれども、この事業につ

いて、何かご質問はございませんか。 

          では、ことしも引き続いて承認という形でよろしくお願いします。 

          そのほかに報告事項はございますか。 

          吉田統括。 

 

吉田統括理事    『小・中学校行事予定Ｐ．３７より説明』 

 

勘六野教育長    ご質問はございませんか、学校行事につきまして。 

          よろしいでしょうか。 

          そのほか、報告事項はありますか。 

          そのほかの報告事項はございませんか。 

          ないようですので、これをもちまして……。 

 

土屋委員      １つ、お尋ねしてもいいですか。 

 

勘六野教育長    どうぞ。 

 

土屋委員      元号が改元されて、恐らく省令等が府教委か町教委に来ると思うん

ですけれども、私たち５月８日が次回教育委員会なので、それまでは

その通達に従うみたいなことでいいかという確認です。多分、令和の

使用のことと、それから改元される前につくられた平成３２年とかと

書かれている文書が有効であることとか、そういったことの確認だけ

です。 
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勘六野教育長    どうですか。今まで西暦と平成を併記しているやつもありましたが、

本当の平成だけのやつもあると思うんですけれども。 

 

土屋委員      多分、もう通達が来るころ、ちょうど受理していると思うので、そ

の通達に８日までは従うということにしてくださったら、スムーズか

なと思うんですけれども。 

 

野津理事      私もつぶさに全部確認できてないんですが、通常、法律によって、

附則等で読みかえるようなところは、一定の配慮がなされるであろう

ということの予測と、庁内的には、一定、町が発する公文書について

は、法律によって当然改元ということで大きく変わりますので、有効

であるとは確認はしております。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    よろしいでしょうか。 

 

土屋委員      はい。 

 

吉田統括理事    府教委のほうも、そのような形で平成の間につくった文書に関して

は平成で、例えば令和になっても構わない。ただ、それも有効である

ということで、府教委もその方向で動くということです。 

 

勘六野教育長    よろしいですか。 

          そうしたら、ないようですので、これで４月の最初の定例会を終了

したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後１時２５分 

 

 


