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１０月臨時教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 ただいまより、10月臨時教育委員会を開催いたします。 

本日の会議録署名委員に木下委員を指名いたしますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

なお、本日は百瀨委員より欠席の届けが出ておりますので、受理いたしましたことをお

知らせいたします。  

また、本日は３社より、八尾市教育委員会傍聴人規則第 7条但し書きによる撮影録音等

の許可願いが提出されており、許可しておりますので、お知らせいたします。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。  

まず、議案第 30号「八尾市立幼稚園の休園決定の件」について審議いたします。  

提案理由の説明を馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長よりさせていただきます。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、議案第30号「八尾市立幼稚園の休園

決定の件」につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。  

 本件は、休園基準に該当する八尾市立幼稚園を休園するにつき、教育長に対する事務委

任等に関する規則第２条第 17号の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。  

 提案理由といたしましては、「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画（公立

の認定こども園の整備）」に基づく休園基準に該当した幼稚園について休園を決定する必

要があるため、本案を提出するものです。  

 臨時教育委員会資料①をご参照願います。 

休園する幼稚園の名称及び位置についてでありますが、  

八尾市立八尾幼稚園  八尾市本町一丁目１番 28号 

八尾市立北山本幼稚園  八尾市福万寺町二丁目１番地  

開 催 年 月 日   平成２８年１０月１８日（火） 

開 催 時 間   午前１０時００分 

開 催 場 所   八尾図書館３階 青少年センター集会室 

出 席 委 員  

 

中 山 教育長 

安 藤 委員 

木 下 委員 

御喜田 委員 

出 席 職 員  

 

吉川教育次長兼教育総務部長・靍原学校教育部長・今岡教育総務部

次長・馬場教育総務部次長兼教育政策課長・辻内学校教育部次長兼

学務給食課長・菊池指導課長・眞鍋総務人事課長補佐・仁科教育政

策課長補佐  
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八尾市立西山本幼稚園  八尾市西山本町三丁目５番 25号 

でございます。  

備考欄には、平成 28年度４歳児入園応募者数、平成 29年度４歳児入園応募者数を記載し

ております。入園応募者数の確定日については、平成 28年度４歳児入園応募者数は平成 28

年３月31日で、平成29年度４歳児入園応募者数については申込み期間の最終日である平成

28年10月７日でございます。  

なお、休園の時期は、平成29年４月１日からでございます。なお、臨時教育委員会資料

②といたしまして、４歳児入園応募者数の全体のものを記載しております。  

以上でございます。  

 

【中山教育長】 次に、請願の取扱いについて、お諮りいたします。  

本日の請願につきましては、議案第 30号と密接に関連するものばかりですので、先に説

明させていただきたいと思います。 

まず、お手元配付の次第に記載しております６件の請願のうち、請願第１号と第２号は、

平成28年10月12日までにご提出いただいたものであり、教育委員の皆様と、本日の取扱い

について、ご協議させていただいたものでございます。また、昨日、平成28年10月17日に

提出された請願第３号から第６号までの４件につきましては、この会議の前に委員の皆様

にお集まりいただきまして、その取扱いについてご協議いただきました結果、本日、先の

２件と同様に取扱いをさせていただくことを決定いたしました。 

なお、本６件の請願につきましては、八尾市教育委員会会議規則第 24条第１項に規定さ

れております要件を満たしておりますので、６件あわせて、事務局よりご説明させていた

だきたいと思います。教育委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

【全委員】異議なし  

 

【中山教育長】 ご異議ないようですので、  

請願第１号「八尾市内の公立幼稚園に通う全ての４歳児が同じ幼稚園で卒園できるよう求

める請願の件」  

請願第２号「八尾幼稚園の休園撤回を求める請願の件」  

請願第３号「休園措置の中止を求める請願の件」  

請願第４号「北山本幼稚園の休園撤回を求める請願の件」  

請願第５号「西山本幼稚園の休園撤回を求める請願の件」  

請願第６号「公立幼稚園での休園撤回を求める請願の件」  

につきまして、引き続き、馬場次長、説明お願いします。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  請願第１号「八尾市内の公立幼稚園に通う全て

の４歳児が同じ幼稚園で卒園できるよう求める請願」につきまして、ご説明させていただ

きます。本件は、八尾市教育委員会会議規則第 25条第１項の規定により委員会に諮るもの

でございます。請願文について読み上げさせていただきます。  

「八尾市内の公立幼稚園に通う全ての４歳児が同じ幼稚園で卒園できるよう求める請願」  
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請願者につきましては、お手元配付の書類のとおりでございます。なお、署名総数は112

名となっております。  

『私たちは休園措置の対象になっている４歳児組の保護者です。  

 私たちは平成28年８月の市政だより９月号で休園措置の検討を知り、９月 24日の入園案

内で、２年連続15人未満で休園という基準を知り、 10月７日に願書締め切りという、この

短期間で休園可能性園への入園の判断を迫られました。中にはその情報を知らぬまま入園

児にその内容を聞かされ、選択肢の無いまま入園を決めざるを得ない方もました。幼児教

室に27年５月から通い、親子共に準備を進めている中で、わずか１か月半で情報の少ない

中決断しないといけない状況は子供たちのため、そして保護者の為の最良の方法とは到底

思えません。詳しい時系列につきましては別紙に纏めさせていただいておりますのでご参

照ください。  

 私たち親子は、現在不安でいっぱいです。来年どこに転園するかわからない状況で不安

にならないわけがありません。親が子に不安を与えているのではなく、市の政策が子供や

親に不安を与えているのです、同じ幼稚園で卒園させていただけることが一番の不安解消

になります。  

 休園措置の話を理解してから、いろいろな方法で休園を回避しようとしてまいりました、

いよいよ自分たちではどうしようもなくなり、請願しか方法がなくなったのが今であると

いう部分もご理解ください。  

 最後に申し上げたい事は、我々に選択肢を下さい、親としての責任を果たさせてくださ

い。市の求める集団規模よりも、もっと大切なものがここにあると考えます。  

以上を踏まえて我々保護者は下記事項を求めます。  

 記  八尾市内の公立幼稚園に通う全ての４歳児が同じ幼稚園で卒園できるよう求めま

す。』以上でございます。  

また、３ページ以降につきましては、請願者がまとめられた資料となっており、「保護

者や子どもの想い」の内容といたしまして、 

『・幼児教室で幼稚園に通うことに憧れ、入園後は年長のお兄さんお姉さんに憧れ、年長

さんになることを目標に頑張っており、子どもにとって大事な幼稚園であり、入園した

幼稚園で卒園したい。  

・早い段階で計画について情報提供をしてもらえれば、転園を避ける選択肢もあった。  

・一定の集団規模が大事なことは理解できるが、途中で園を変わらなければいけないこ

とが負担で不安である。 

・願書直前の情報提示では、対応できない。考える時間と選択肢がなかったことを考慮

いただきたい』などについて、記されております。 

請願第１号については、以上でございます。  

 

それでは引き続き、請願第２号「八尾幼稚園の休園撤回を求める請願書」につきまして、

ご説明させていただきます。請願文について読み上げさせていただきます。  

「八尾幼稚園の休園撤回を求める請願書」請願者は、記載のとおりでございます。  

『八尾市・八尾市教育委員会は「就学前施設における教育・保育と子育て支援～公立の

認定こども園計画～」のもとで、平成 28年度入園児童数が 15人未満の公立幼稚園６園（八
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尾・高美・久宝寺・美園・北山本・西山本）を休園候補としています。  

しかし、この計画では「休園基準は、入園応募者が２年連続 15人未満（引継園を除く）

とし、平成27年10月の園児募集から施行します。その結果、平成 27年、28年連続して、４

歳児の応募が 15人未満となる幼稚園があれば、平成 29年度から当該幼稚園の休園措置を行

い、併せて園区を撤廃します」と書かれています。また、住民説明会の資料でも休園決定

等のスケジュールについて、平成 27年度「（平成28年）３月末日休園基準となる平成 28年

度新４歳児入園応募者数の確定」と書かれているように、休園基準は応募者数が 15人未満

の園となるはずです。  

しかし、教育委員会は勝手に基準を変更し「応募者」を「入園者」にして、八尾、高美

を「休園候補園」としてしまいました。  

休園候補園となってから、毎日の生活や幼稚園の取り組みの中でなぜ自分たちの幼稚園

が無くなるのか、どこの園に通うことができるのか、子どもがどんな思いでいるのか、子

どもにどう説明したらいいのか保護者・子どもたちは不安な日々を過ごしてきました。  

自らの基準を勝手に変更してまで本来、休園にならなくても良い園まで休園にすること

は認められません。  

よって以下のことを求めます。  

 記 八尾幼稚園の休園決定を撤回すること』となっております。 

また、添付資料といたしまして、請願者がまとめられた保護者の声といたしまして、 

『・八尾幼稚園の入園者数は 14名ですが、平成28年３月の時点では応募者数は 15名でした  

・入園案内に、応募が 15人未満と記載されている以上、八尾幼稚園は休園候補園には該

当しません  

・楽しそうに毎日、八尾幼稚園に通っているのに、なぜ卒園できないのか  

・入園した園で卒園するということは、当たり前のことではないでしょうか』 

などについて、記されております。 

また、入園案内、休園候補園において配布された事務日程の資料も添付されております。

請願第２号については、以上でございます。  

 

続きまして、請願第３号「休園措置の中止を求める請願の件」についてご説明させてい

ただきます。請願文について読み上げさせていただきます。請願者については、記載のと

おりでございます。  

『１  請願提出の理由  本年３月の市議会において「公立認定こども園の整備に伴い休

園・廃園される公立幼稚園・保育所に就園するこどもへの配慮を求める請願」が採択され

ました。  

 この請願で示された内容は、①計画による休園・廃園に伴う転園や兄弟姉妹の新たな就

園に配慮すること②計画の当事者である保護者に対して、公立幼稚園・保育所での保護者

説明会を実施して、迅速な情報提供をすること③八尾市が責任を持って身近な地域で就学

前教育の場を確保すること④保護者、子どもの通園の安全確保と負担緩和をすること  の

４つの項目です。  

 本請願が出された背景には、八尾市からのしっかりとした説明や情報が不足している中

で不安を感じる保護者が多くいるためと言われています。  
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 請願採択より数か月が経ちますが、はたして保護者の不安は解消され、理解は得られた

のでしょうか。  

 本年７月と８月、公立幼稚園 13施設と公立保育所７施設の門前において、約 800人の保

護者にシール投票調査を行ったところ、次のような結果となりました。』 

結果は資料記載のとおりでございます。  

『これら調査から、当事者である保護者にあっても、市のこども園計画への理解が進んで

いないことが明らかであり、採択された請願項目への行政対応の不十分さが露呈されてい

ます。 

 また、休園措置について、休園対象園とされている６園で 106人に調査を行ったところ、

「やめてほしい」「せめて卒園させて」で 99％となっており、保護者が休園措置に納得し

ていないことも明らかとなっています。  

さらに、休園対象園の保護者から休園措置に対する思いを寄せてもらっていますので、

ここで紹介致します。  

①  なぜ耐震工事も終わっている、教室もたくさん余っている幼稚園を休園してまで、

大金を使ってこども園をわざわざ新たに作るのか、現状の建物をつかって保育しな

いのか。小学校と隣接している幼稚園の良さをなぜ大人は分からない。子供達の教

育上と言うよりも大人の都合だけで進められている。公立幼稚園の人数が少ないな

らば保育時間を増やす等の改善をすれば良いのでは。こども園の何が良いのか全く

わからない。八尾は子育てしにくい場所。と言われても仕方ない。  

②  入園した園で卒園するのはあたり前の権利だと思います。その権利を奪わないで下

さい。今の通っている公立幼稚園が大好きだから通いたいんです。どうか卒園する

まで見守っていてあげて下さい。おねがいします。  

③  歴史ある幼稚園をなくすことに心痛まないですか。入園させたのであれば卒園させ

るのが市の責任ではないでしょうか。保護者も子ども達も不安な毎日を過ごしてい

ます。「あと１年」「１年だけ」休園にするのを待っていただけないでしょうか。八

尾幼稚園が大好きだから、どうしてもここでお友達と一緒に卒園させてあげたいん

です。どうかお願いします。（八尾幼稚園）  

④  市のミスに私たちを巻き込まないで。「休園になるかもしれない」となってから毎日

不安でいっぱいでした。何とか卒園だけはさせて下さい。お願いします。（八尾幼稚

園） 

⑤  ４才児で築いてきた仲間関係の上に５才児の安定した集団関係ができていきます。

その関係があるからこそ５才児の活動が豊かに花開くはずでした。なのにバラバラ

にして人間関係を結びなおす…このことがメリットになるとはどうしても考えられ

ないです。ひどい計画です。この年のひとりひとりの子どもの育ちには目をつぶっ

ても良いのですか。子どもも保護者も教師も来年度のイメージも見通しも持てずに、

この今の時期の保育・幼稚園生活を送らなくてはいけないという事も悲劇です。「子

どものため」と言うのはやめてほしいです。  

子育てにかかわる重要施策を保護者置き去りのままにすすめることはあってはなりませ

ん。以上のことから下記のとおり請願いたします。  

２ 請願事項  
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（１）保護者が望まない公立幼稚園の休園措置をやめてください。』 

請願第３号については以上でございます。  

 

引き続き、請願第４号「北山本幼稚園の休園撤回を求める請願の件」についてご説明さ

せていただきます。請願文を読み上げさせていただきます。請願者は、記載のとおりでご

ざいます。  

『八尾市・八尾市教育委員会は、北山本幼稚園を、平成 29年度、休園の対象としています

が、考え直してください。あまりにもひどい休園計画です。安心して子どもを託せる公立

幼稚園の重要性を教育委員会は、もっとわかってください。私立幼稚園と合わせて選択で

きる公立幼稚園を大切にして下さい。  

 少人数は子どもに悪影響と、お考えのようですが、少人数になればこそのびのびと成長

発達できる子どももあります。幼児期は、人間形成の核を作る時期です。この幼稚園で育

まれてきた信頼関係を守りたいです。先生方は、他園との交流など工夫して少人数なれば

こそ大切に育てて来てくれました。そして、近くから通園出来る良さを子どもとともに感

謝しています。歩いて通える素晴らしさは何物にも代えがたいものです。緊急時にもすぐ

迎えに行けますし、困ったときは地域で助け合いできる環境です。しかしなによりも入園

したところで卒園するという当たり前なことを可能にしてください。市の身勝手な計画に、

幼い子どもを巻き込んで、その心を傷つけないで下さい。  

 北山本幼稚園は、この北山本町の地域の財産です。公立の幼稚園を地域に残してくださ

い。地域に根ざした既存の施設を大切にしてください。地域から子どもの声をなくさない

で下さい。  

 記 北山本幼稚園を、休園にしないで下さい。』 

請願第４号については以上でございます。  

 

続いて、請願第５号「西山本幼稚園の休園撤回を求める請願の件」についてご説明させ

ていただきます。請願文を読み上げさせていただきます。請願者については、記載のとお

りでございます。  

『八尾市・八尾市教育委員会は、西山本幼稚園を、園児数の基準を設けて４歳児の応募数

の減少で休園の対象としています。平成 29年度の休園を中止してください。  

 この計画の見直しをお願いします。子どもたちは、園に通う事を喜びとして日々生き生

きと園での生活を充実して過ごしています。少人数なればこその密度のある人間関係の中

で成長発達しています。子どもはこの事態を理解するのは、困難です。子どもの心を尊重

して下さい。手をつなぎ歩いて通園している今のひと時のすばらしさを子どもと共に感謝

しているのです。幼稚園を取り巻く大人たちと築いてきた信頼関係が子どもたちにはあり

ます。幼児期は、人間形成の核を作る時期です。この幼稚園で育まれてきた集団を守りた

いです。西山本幼稚園の先生方は、他園との交流など工夫して少人数なればこそ大切に育

てて来てくれました。入園して、卒園するという当たり前なことを実施してください。市

の身勝手な計画に、幼い子どもを巻き込んで、その心を傷つけないで下さい。西山本小学

校の隣で、貴重な残りの1年間を学ばせ成長発達の機会とさせてほしいのです。  

西山本幼稚園は、この西山本町の地域の人々に育まれ愛されて来ました。公立の幼稚園
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を奪わないで下さい。地域に根ざした既存の施設を大切にして下さい。  

 記 西山本幼稚園を、平成29年度休園にしないで下さい。』 

請願第５号については以上でございます。  

 

次に、請願第６号「公立幼稚園での休園撤回を求める請願の件」についてご説明させて

いただきます。請願文を読み上げさせていただきます。請願者については、記載のとおり

でございます。  

『私たちは、八尾の公立幼稚園が 1年保育しかなかった時、「公立幼稚園で 2年保育実施し

てほしい。 2年保育の中で育つ子どもたちの成長は大きいものがある等」の市民や保護者

や保育者の強い願いを実施するために、約 12万筆の署名を集め、議員一人ひとりに要請行

動を実施し、公立幼稚園で２年保育が実施されるようになった時代に働いていました。  

 その後も、少子化は進み、兄弟数が減り、また子どもを取り巻く社会的環境の悪化から

近所で安全に遊べる環境が減ってきていることや、就労する母親が増えるなどから、３年

保育の要求が大きいものとなってきています。公立幼稚園が２年保育しかない中、園児数

も減少している園があるのは事実です。しかし、公立幼稚園の保育内容や経験豊かな保育

者の援助他様々な理由から公立幼稚園に行かせたいと願う保護者がいる限り、少数園だか

らと休園にするなどもってのほかです。  

 子ども達の教育環境を考えるときに、財政効率のみが優先されるのではなく、子ども達

一人ひとりが、大切にされ、自己有能感をもって育ち、仲間とともに喜び合う体験を大切

にしていく公立幼稚園がさらに発展するように願っています。  

 このような理由から公立幼稚園での休園撤回を強く求めます。』 

請願第６号については以上でございます。  

 

【中山教育長】 以上、事務局より請願について６件ご説明させていただきましたが、先

の議案第30号と本６件の請願につきましては、その内容において、密接に関連するもので

ございますので、委員の皆様にお諮りいたします。議案第30号及び請願第 1号から請願第

６号につきましては、７件一括審議としてよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 異議なしと認めます。よって、議案第30号「八尾市立幼稚園の休園決定

の件」、請願第1号「八尾市内の公立幼稚園に通う全ての４歳児が同じ幼稚園で卒園でき

るよう求める請願の件」から請願第６号「公立幼稚園での休園撤回を求める請願の件」に

つき、７件一括して審議を行うことといたします。  

それでは、これより審議に入ります。  

はじめに、この教育委員会で議論を重ねてきた休園措置について、判断してきた流れや、

事務局のこれまでの対応等につきまして、説明をお願いしたいと思います。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、これまでの事務局の対応ということ

で説明させていただきます。これまで、当教育委員会、そして教育委員協議会等の場にお
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いてご報告を重ねておるところですが、改めてのご報告をさせていただきたいと思います。 

平成22年７月の八尾市幼稚園審議会答申では、「園児がいきいきとした幼稚園生活を送

ることができる１学級の人数は、20人から35人が望ましい」、「園児に望ましい集団生活

を確保し、学級替えにより環境を変えることができるように、各年齢で複数学級あること

が望ましい」こと、また、「望ましい園児数や学級数が維持・持続できない園の中でも、

より園児数の減少が顕著な園については、集団教育の重要性の観点から、休園や廃園の措

置が必要である」ことが意見として示されております。 

教育委員会といたしましては、本市の公立幼稚園の園児数の減少傾向が続いており、今

後においても引き続き就園率の減少が見込まれるなかで、幼児期の教育環境として集団の

規模をどのように確保し、こども達に適切な教育環境のなかで質の高い幼児教育を提供し

ていくのかそのご議論を重ねていただいたところでございます。そのうえで、現在、１つ

の学年で５人、８人といった著しく園児数が減少する幼稚園もでてきているなかで、休園

措置の対応を行っていくことが必要であると判断をいただいてまいりました。  

なお、休園基準については、就学前施設における教育・保育と子育て支援計画に位置づ

け、平成27年７月13日から８月12日までパブリックコメントを実施し、その結果をうけま

して、平成27年８月21日の教育委員会におきまして休園基準を含めた計画について議決を

行っていただいたところです。その後、 10月より、市民説明会を市内の全中学校区で 15回

実施し、休園措置の対応、今後の事務スケジュール等について市民の皆様への周知にも取

り組んでまいりました。 

そのうえで、平成 27年度に実施しました、平成28年度４歳児の入園案内において休園基

準をお示しするなかで、入園募集をおこない、その結果、平成 28年度４歳児の最終の入園

応募者数が、八尾、久宝寺、美園、用和、高美、北山本、西山本の６園で 15人未満となり、

この６園が休園候補園となったところです。  

一方で、市議会におきましては、就学前施設における教育・保育の子育て支援計画に基

づき、平成28年３月市議会におきまして関連予算も議決され、これまで市全体として計画

に基づき取組みを進めているところでございます。 

そのような中、本年、平成28年５月９日から 31日までの間、休園候補園における４歳児

の保護者の皆様との個別相談会を開催し、万一、休園となった場合の転園等にかかる個々

の保護者の不安の解消や情報提供にも努めてきたところでございます。本年９月にはじま

りました、平成29年度４歳児入園応募が、 10月７日をもって受付を終了し、先にご説明を

させていただいたとおり、八尾幼稚園、北山本幼稚園、西山本幼稚園が休園基準に該当す

る幼稚園となったところです。  

以上でございます。  

 

【中山教育長】 これまで幼稚園審議会答申やパブリックコメントも受けて、議会にも関

連予算を議決いただいたという流れできました。休園基準とその該当幼稚園の説明をいた

だきましたが、このたびの平成 29年度入園児数の結果を受けて、事務局としてどのように

捉えているのか。もう少し詳しく説明していただけたらと思います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  入園応募者数につきましては、臨時教育委員会
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資料②に記載させていただいておりますけれども、保育ニーズや少子化の影響によりまし

て、市立幼稚園の園児数は、平成 13年度に1,883人とピークをむかえましたが、その後、

一貫して園児数の減少が続いており、平成 27年度が983人、平成28年度が857人、平成29年

度が約 700人程度となる見込みとなったことから、改めまして公立幼稚園の小規模化が顕

在化している状況にあるものと考えております。 

先にも述べましたけれども、八尾市幼稚園審議会答申で望ましい集団規模とされており

ます「１クラス20人から35人の複数学級」を設置できる幼稚園は、平成 29年度は龍華幼稚

園の１園のみとなる見込みとなっており、教育委員会といたしましても、幼児期の育ちを

どのように確保していくのかといった、その課題の認識を強めているところでございます。 

今年度の募集結果ですけれども、公立幼稚園 19園全体で、４歳児募集においては316名

となったところであり、昨年度の募集結果と比較いたしまして、78名の減となっていると

ころでございます。その結果を見ますと、八尾幼稚園７名、北山本幼稚園７名、西山本幼

稚園４名となったところであり、集団での関わりのなかでの教育活動の実施や行事の開催

等の工夫も難しくなってきているものと考えております。  

 

【中山教育長】 請願の中でも多く書いていただいていますが、現在、休園候補園に通わ

れている保護者の思いに対して、どのように認識し、これまで取り組んできたのかを詳し

く確認したいのですが。 

 

【仁科教育政策課長補佐】  休園候補園に通われております保護者にとっては、幼児教室

に通われ、入園する幼稚園への期待をもって入園願書を提出いただき、入園をしていただ

いたと認識しております。  

今年度、休園候補園における個別相談会を実施させていただきました。また、その後に

おいても、多くの保護者の声を聞かせていただいているところでございます。入園をした

幼稚園で卒園をしたいというのが、保護者の率直な思いであると、その一方で、保護者の

中には、小学校に入学を控えるなかで、多くの集団のかかわりの中で、子どもに刺激を与

えてあげたい、またお友だちがたくさんできて、子どもたちの関係を広げてあげたい、そ

して、転園となった際には転園をしてよかったと思えるような教育委員会の対応をしっか

りしてもらいたいという声も併せていただいているところでございます。 

教育委員会、各幼稚園では、保護者に対して、幼児期における学びが小学校教育その後

の教育にとってとりわけ重要なものであり、適切な教育環境を確保していくことの重要性

について説明に努めているところでございます。そのうえで、既に、休園候補園となって

いる幼稚園と近隣の幼稚園では、園児同士の交流、また教職員間における指導計画や子ど

もの育ちを共有する取組みを進めていただいているところです。  

 

【中山教育長】 請願の保護者の思いにもありますが、せめて入園した幼稚園において卒  

園をしたいと書いておられます。幼児教育において教育環境、とくに集団というものの果  

たす役割については、これまでその意義について教育委員会においてもずっと確認をして  

きましたが、保護者に対してはこれまでどのように説明してきたのか、もう一度説明して

ください。  
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【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  請願にもありましたとおり、入園した幼稚園で

卒園をしたいという保護者の思いにつきましては、園児を預かる園におきましてもまた教

育委員会としても十分に理解しているところでございます。保護者においても、お友だち

との関係性やかかわりのなかで子どもたちが成長していくことについてはご理解をいただ

いているものと考えております。  

幼児期の学びは、小学校教育その後の教育において、生涯にわたって人格形成の基礎を

培う、また、集団での学びの中での生活や遊びの体験を通して、人とかかわる力、思考力、

感性や表現する力が育まれるものであり、社会で人として生きていくための基礎を培うも

のと考えております。幼児教育につきましては、個々の子どもたちへの配慮と集団の中で

の協同的な学びのバランスをしっかり担保して進めていくことが必要であると考えており

ます。 

入園をした幼稚園において卒園をさせたいとの保護者のお気持ちは十分に受け止めてお

るところではございますが、これから社会を生き抜く子どもたちに望ましい教育環境を確

保することが、教育委員会としての責任として、引き続き、ご理解をいただけるように説

明に努めてまいりたいと考えております。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

【安藤委員】 休園基準に対しての内容に変更があるのではないかという意見を聞いてい

ます。これまで確認をしてきていますが、改めて入園応募者数の考え方について教えてい

ただけますか。  

 

【仁科教育政策課長補佐】  入園応募者数が休園基準を上回っている幼稚園を、休園候補

園としているのではないかと、請願にもあった声かと認識をいたしております。事務局と

いたしましては、昨日、本市のホームページでも改めて見解をお示しさせていただきまし

たけれども、保護者や市民の方々には、一貫して同様の説明を行い、基準の運用について

の変更はございません。 

改めて休園基準をご説明させていただきますと、「入園応募者が２年連続15人未満」の

入園応募者数の確定については、教育委員会において、「子どもが望ましい集団規模で幼

稚園教育を受けることができる環境を確保する」という休園の趣旨を踏まえ、平成 28年度

以降の教育環境を見極めるため、入園願書が提出された後に、入園辞退届けが提出された

場合においては、当該応募も含めて辞退をされたものとして、取り扱っております。  

平成28年度の入園応募者数（平成27年度実施分）の確定については、平成28年３月31日

としており、その確定日において 15人未満となった幼稚園を休園候補園としております。

本休園基準に該当しない幼稚園が休園候補園となっているという実態はないことを改めて

申し上げたいと思います。  

 

【木下委員】 八尾の就学前教育がどうあるべきか、かなりの議論を積んできたことの具

体的な策が出てきていると考えています。応募者数の話が出ましたが、改めて入園応募者
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の確定日をどういう考え方に基づいて決められたのか、またこれまでどういう形で保護者

の方々に対して説明されてきたのか、確認したいと思います。  

 

【仁科教育政策課長補佐】  休園基準につきましては、あくまでも「集団規模での幼稚園

教育を受けていくことができる環境をどう確保していくのか」という趣旨に第一に立った

なかで、確定日について定めさせてきていただいたところでございます。  

そのうえで、各年度の入園応募者数でございますけれども、平成28年度の入園応募者数

については、本年３月末日の最終の入園応募者数とし、平成29年度の入園応募者数につい

ては、入園願書の受付期間の最終日である本年10月７日とさせていただいているところで

ございます。教育環境をしっかり見極めていくという点で、昨年度については３月31日と

し、今年度については休園決定後の転園等に備えて、交流活動や行事の合同実施等を検討

しているところでありまして、その確定日ということで10月７日とさせていただいたとこ

ろでございます。  

これらにつきましては、昨年度、市民説明会も含め、保護者の方々、また市民周知にも

努めてきたところでございます。  

 

【吉川教育次長兼教育総務部長】 いま担当から説明しましたが、この間の休園基準の取

り扱い、応募者の確定数というのは、きちんと市民の方々にも、こちらの趣旨を伝えさせ

ていただいてきました。そもそもの休園措置の趣旨に沿ってどういう形で進めるのかとい

うことで、昨年度募集であれば年度末の数字を確定させていただいており、実際に応募さ

れた方と実際入園される方が極端に違うケースも出てきますので、本当にどのくらいの規

模が確定できるのかということが大切で、その趣旨で説明させていただいているところで

ございます。  

ただ、請願にもありましたように、要項のなかの応募者という言葉だけを捉えますと、

一定その捉え方が市民の方々にとって違った捉え方もされますので、こちらとしてはそう

いう趣旨で説明をさせていただいていますが、受け取られ方で若干誤解をされている部分

もございます。その部分については、教育委員会としてもきちんともっと説明すればよか

ったという意見もあるかと思います。その点については、真摯に受け止めさせていただき

たいと考えております。 

 

【木下委員】 休園する園を決定した場合、今後、ほかの園に移られるということも起こ

ってくると思いますが、事務局としては、転園候補となっている幼稚園についてどのよう

に考えておられるのか、また、その受け入れ体制についてどのように考えておられるのか、

お聞かせください。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  本年５月に実施をいたしました休園候補園にお

ける個別相談会におきましては、保護者の方々の思いといたしまして、休園となった場合、

近隣の幼稚園にお友だちと一緒に揃って転園をしたいというお声も聞いているところでご

ざいます。 

現在、八尾幼稚園、西山本幼稚園、北山本幼稚園が休園決定の候補となっておりますけ
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れども、八尾幼稚園からは近隣であります安中幼稚園、高美幼稚園、久宝寺幼稚園、西山

本幼稚園、北山本幼稚園からは山本幼稚園への転園又は二次募集先の候補になるのではな

いかと見込んでおります。  

休園となった場合、保護者がいずれの幼稚園を希望されても、確実に受け入れていくこ

とといたしております。これらの幼稚園においては、既に、各園において園児交流や教職

員間の連携を進めていくなかで、併せて、互いの園における指導計画等も共有しながら、

子どもの育ち、あるいは指導方法等に差異がでないよう、スムーズな幼児教育の移行が図

れるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 

【木下委員】 請願にもあるように、この年齢の子どもが園を変わるということについて

保護者の方が非常に不安に思われたり、危惧されることは重々わかるわけです。  

ですので、その不安を払拭できる取り組みがあるのかどうかということがひとつのポイ

ントになるかと思うわけです。  

転園候補となる幼稚園について、４園があがっていて、色々な手当てをしているとの話

がありましたが、保護者の方々にどういう形で情報発信し、話し合いをされているのかに

ついて詳しくお願いします。  

 

【仁科教育政策課長補佐】  現在、まだ休園が決定していないところもございまして、積

極的にこちらから保護者の方々に情報を全てご提供させていただいている状況ではござい

ませんけれども各園におきまして、教育委員会から転園候補先周辺の地図であったり、保

護者の方々に情報提供できるような各園近隣の各園の情報提供のチラシ等について保護者

のニーズに応じて提供できるような体制を各園で現状整えているところでございます。  

また、最終決定してまいりましたら、個々の保護者が自宅から近隣の公立幼稚園への安

全な通園経路を確保してほしいという声も聞いております。我々、保護者の方々の住所地

についても把握しておりますので、情報提供できるように準備を進めておるところでござ

います。  

また、馬場次長からも説明させていただきましたとおり、教育内容に差異が出ないよう

に、また近隣の幼稚園がどういった行事をしているのか、教育を進めているのかそういっ

た情報も併せて提供できるように現在準備を進めているところでございます。  

 

【木下委員】 情報発信に関しては、今後も続けて色々な手立てを打っていくということ

でよろしいでしょうか。 

 

【仁科教育政策課長補佐】  引き続き、情報提供の体制については努めていきたいと  

いうふうに考えております。  

 

【中山教育長】 今まで休園候補園ということでしたので、議決で確定した場合、さらに

一層情報提供をしっかりと積極的にやっていくということでよろしいですか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  繰り返しになりますけれども、我々これまで 
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保護者の皆様、市民の皆様にも、情報提供等に努めてきたところでございますけれども、

決定いただいた後はその状況を踏まえまして更に進めてまいりたいと考えておるところで

ございます。  

 

【安藤委員】 さきほどご説明のなかに、転園についてございましたが、実際に転園する

ことによって、距離が遠くなるという声もあると思いますが、その点に関してどのように

考えておられるかお聞きしたいのですが。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  転園になった場合ということでございます。 

これまで公立幼稚園につきましては、徒歩での通園を原則としてきたところでございます。 

今般、休園措置となった場合ですね、近隣の公立幼稚園を転園先、入園先として選択を

していただくということになろうかと思いますけれども、通園距離が現在よりも遠くなる

場合がございます。ご負担をかけるものと教育委員会としても考えております。今回、園

区を越えてということになりますので、通園をされるということになりますと、自転車通

園についても許可していくことといたしております。  

事務局におきましては、ご自宅から、近隣の幼稚園を転園先として想定して、通園可能

時間についても把握しているところでございます。保護者のご住所によりまして、通園距

離が遠くなったり、近くなったりということがあるかもしれませんけれども、多くの保護

者の皆様が通園距離が遠くなるというのが実情でございます。  

そのなかで、徒歩通園から自転車通園になるということで、一定、通園時間として見込

まれるところがありますけれども、仮に我々の想定でいきますと、近隣に転園となった場

合については、自転車を使いますと約５分から７分程度の時間を要するのではないかとの

見込みがひとつではありますけれども、このあたりまず安全確保ということもございます

ので安全な経路、例えば危険な場所であるとかをご提示しながらご相談に対応してまいり

たいというふうに考えております。  

 

【安藤委員】 今、自転車の話が出ましたけれども、実際、自転車に乗ることができない

方もいらっしゃると思いますが、そういう方への配慮はどのように考えておられるのでし

ょうか。 

 

【仁科教育政策課長補佐】 この間、保護者の方からもそういったお声をいただいている

ところでございます。当然、妊娠されている方や小さなお子様を兄弟で３名おられるとい

う情報も得ているところでございます。そういった方について天候が不順なときとか自転

車で通園することが困難だというところについては、そういった声があることは認識して

いるところでございます。一つの手立てといたしまして、ファミリーサポートセンターの

事業である通園の支援事業等の保護者を支援するサービス事業がございます。そういった

事業の情報提供も積極的にさせていただきたいと考えております。  

併せて、個々の保護者の状況、お子さまの状況、具体的に休園が決まりましたら、個別

のケースについてより一層状況をお聞きしながら対応をしてまいりたいというふうに考え

ています。そのなかでできうる限りの対応を我々としては保護者と相談のうえ決めていき



－14－ 

たいというふうに考えております。  

 

【安藤委員】 いまおっしゃったように保護者の不安を取り除いていく、これも非常に大

事なことですし、情報発信の話のなかで、きちんと市民、保護者の方々にこれからも伝え

ていただき、より理解できるようにしていただきたいと思います。  

 

【中山教育長】 事務局よろしくお願いします。他にご意見等ありましたら、質疑を重ね

ていきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 特別な配慮であったり、丁寧な関わりを必要とする子どもたちもいらっ

しゃると思うんですが、そういった子どもさんをお持ちの保護者の方にとっては、転園す

ることはとても不安なことだと思います。そのことについてどのように対応していかれる

のか教えてください。  

 

【菊池指導課長】  保護者の方が転園に対して新しい環境での集団生活に不安をお持ちだ

ということは認識しております。とりわけ、発達障がい等で環境の変化に慣れるのに時間

がかかるお子様については、その不安も大きいのではないかというふうに思っております。

その不安解消のためには、先ほど少しお話しに出ておりましたけれども、園児同士の交流

であったり、教職員間の連携を深めたりすることで、保護者の不安解消、子どもたちの不

安解消に繋げていきたいと思っております。  

また、各園では、障がいのある園児につきましては、個別の教育支援計画、それから指

導計画を作成しております。そのなかで一人ひとりの障がいの状況であったり、保護者の

ニーズを把握しておりますので、転園するということになりましたら、その計画をもちま

して丁寧に引き継ぐなかで不安解消、それから環境整備にも努めていきたいと考えており

ます。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。請願にも声として自分のお子様の発達等々に関しての

不安があるということを書いておられる保護者の方もたくさんおられましたので、事務局

としても、そこはしっかり対応していくということでよろしくお願いします。  

ほかよろしいですか。 

 

【木下委員】 もし他の幼稚園へ替わったらということの話の続きですが、子どもと手を

繋いでお話をしながら園へ通えるというのは非常に良い環境であるということはよくわか

るわけです、これまで審議してきたなかで、ひとつの課題も八尾としては出てきていると

思います。 

通園手段についてあるいは難しい問題を抱えている子どもについて不安を持っておられ

ることについて、回答をいただいているんですが、もうひとつは表に出てきていないけれ

ども経済的な問題ですね、これもかなり大きな課題としてあるのではないのかと思ってい

ます。おそらく制服ですとか物品であったりするかと思うのですが、その対応はどのよう

にお考えでしょうか。  
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【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  これまでご説明もさせていただいてきている部 

分ではございますけれども、休園措置に伴う転園となった場合、園児の制服であるとか用 

品についてということでございます。現在、在園する幼稚園で購入されましたものにつき  

まして、お使いのものを引き続き転園先においても使用していただくということを原則と  

いたしまして、市民説明会、また個別の相談会においてもお話しをさせてきていただいた  

ところでございます。  

またその一方で、転園先であります園の制服や用品をお使いになられたい保護者の方に

対しましては、現在、各幼稚園でストックしている用品等をお使いいただけないかという

ふうにも考えております。また、違いの認め合える教育、個々の園児に対するフォローも

できるだけ可能な限り体制をとっていくということが必要であるというふうに教育委員会

としても考えております。  

 

【木下委員】  今、制服についてお話しを伺いましたが、色々な配慮を考えられていると  

いうことがわかってお尋ねしてよかったのですが、子どもにとっては結構重要な問題だと 

思っています。友だちと違うこと自体がそうでしょうし、今まで着てきたものへの愛着も

あるでしょう。是非ここは、極めて個別的、具体的に配慮のある対応をしていただきたい

と思います。  

 

【仁科教育政策課長補佐】  この間、11月を予定しておりますけれども、具体的に転園先  

が決まってくる、そうなりますと転園先の各幼稚園において、各幼稚園長から以前に在園

していたときの制服を着てくるお子様がおられる、そういった方が転園してこられる、そ

ういったご説明も我々させていただきたいと思います。また、しっかり受け入れの体制も

整えるなかで、ご指摘ございました個々の配慮、そういった保護者のニーズに応えられる

ように今現在の在園の保護者にきれいな形で残っているような制服等についても、貸出用

として残していっていただけるように声かけをお願いしているところでございます。保護

者の想いをお聞きしながら、できる限りの配慮に努めていきたいというふうに考えており

ます。 

 

【中山教育長】 個別の対応を丁寧にやっていくということで、事務局から説明をいただ

きました。もうひとつ先ほど事務局から違いを認め合える教育という話がありましたが、

もう少し詳しく八尾の教育がどういう教育であるか説明願えないでしょうか。  

【靍原学校教育部長】 先ほどまでは制服の件でお答えさせていただきました。当然、制

服も大きい部分がありますけれども、それぞれの違いがあって学び合う、あるいは友だち

を知るということはとても大切な部分がございます。とりわけ八尾市の幼稚園として大切

にしてきたところでもあります。初めての出会いから色々と友だちを知っていって、自分

の違いも知るというところですので当然制服に限らず、それぞれの子どもたちが持ってい

る生活の背景でありますとか、あるいは価値観でありますとか、そのあたりの違いも認め

合える集団作りをしているところです。そういうものを更に活かしながら、それぞれの子

どもたちの繋がりを深めるような教育を進めていきたいと考えております。  
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【中山教育長】 ほか何か、委員の皆様、ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員】 違いを認める教育というのも当たり前で大切なことですけれども、実際に、

今後休園される予定園と転園先の幼稚園との交流について計画されていることがあればそ

の点についてお聞きしたいと思います。 

 

【靍原学校教育部長】 現在でも本市の幼稚園におきましては、様々な交流活動を大切な

取り組みと位置づけて進めております。今回審議されております幼稚園の休園に伴う部分

ということに限って申しましても、当然個々の子どもの状況も丁寧に引き継ぎながら、ま

たそれぞれの園で大切にしてきた活動というのもございますので、そういう活動もまた同

時に連携をしながら、当然子どもたちにとって次の集団の中での交流活動を充実させなが

ら、更に集団での教育の良さを引き出すよう努めてまいりたいと思います。  

また同時に、受け入れ側についても子どもたちがおりますので、その子どもたちの気持

ちをどのような形で期待感を持たせながら、共に伸びていこうという心の醸成も同時に大

事な部分であると考えております。  

 

【中山教育長】 ほかにありましたら、お願いします。 

 

【安藤委員】 転園する先の幼稚園への先生方の異動については、保護者の方も園児の希

望も多いと思います。その配慮をどのようにされているか、お聞きしたいと思います。  

 

【今岡教育総務部次長】 これまでの休園候補園における保護者の方との個別相談の場に

おきまして、園児の転園に係る負担、不安の軽減策の一つといたしまして、転園先への教

職員の異動ということも考えていただきたいということでお話を伺っておるところでござ

います。  

教職員の人事異動につきましては、教職員個々の事情も含め、また仮に１園から複数の

園へ転園するという希望があった場合など、さまざまな要素が考慮されることから、必ず

実現をお約束ということができるものではございませんが、先ほどからお話しがございま

す教職員間の連携であるとか教育保育内容の共有等を進めるなかで、教職員の人事異動に

つきましても、最大限配慮していきたいと考えております。  

 

【中山教育著】 ほかに質疑等々ございましたらお願いします。 

 

【御喜田委員】 公立幼稚園の小学校との連携というのはいままでとても密接にできてい

たと思いますが、これまでの取り組みと今後それをどのように引き継いで、発展させてい

こうと考えておられるのか教えてください。 

 

【靍原学校教育部長】 本市におきましては、特に幼稚園と小学校の接続ということで非

常に大事な部分ということで、もう３、４年前から冊子等の手引きも作りながら、幼稚園
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の先生それから特に小学校１年生の先生方に集まっていただいて、どういう内容でスムー

ズな連携をするのかという部分も一方では取り組みを進めているところです。その取り組

みのひとつの中に例えば、小学校の一日体験入学等々も現在も取り組まれていたり、ある

いは小学校の行事に招待をしたり、あるいは小学生が幼稚園に訪れて、特に年長児ですけ

れども、中心に関わったりといったことをやっています。 

当然、今回の部分で色々な流れはあるんですけれども、当然今までの活動も大事にしな

がら、個々の子どもたちが進む部分は当然それぞれの小学校がございますので、それぞれ

の小学校との連携あるいは情報もしっかり提供していきながらスムーズな小学校への接続

ということは全力を注いでいきたいというふうに考えております。  

 

【御喜田委員】 小学校との連携だけではなく、公立幼稚園と地域のコミュニティも密接

に関わりを今まで持っていたと思いますが、休園する園区で地域の教育コミュニティ、地

域の就学前の子どもの育ちをどのように支えていこうと考えておられるのか、教えてくだ

さい。 

 

【吉川教育次長兼教育総務部長】 これまで公立幼稚園につきましては、園区、小学校区

という考え方できておりまして、この間家庭や地域と一緒になって幼児教育を行ってきた

というという、そういう経過がございます。園児が家庭や地域で培った経験等を幼稚園教

育の中でさらに豊かにする、そういう取り組みをこの間、公立幼稚園でもやってまいりま

した。ただ、現状として、８割の子ども達が園区のない私立の幼稚園、あるいは保育所等

に通われております。この中で子どもたちの地域との関わりというのがなかなか難しくな

ってきているのが現状でございます。この間、休園の対象となる地域の方々、役員の方々

などとの話の中で、公立幼稚園だけではなくて私立も含めた地域に住む全ての子どもたち

はひとつのものであるという取り組みを地域としてもやっていかなくてはならないと思っ

ているというお話しもお聞きをしました。  

そういうなかで地域の行事や子ども会の活動には、公立、私立関係なしに地域の子ども

たちが参加していただいて、地域で育っていただく、地域に愛着を持っていただく、そう

いうことに取り組んでいかなければならないと地域の方も思っておられるし、教育委員会

としてもそれを支援なり積極的に進めていかなければならないと思っておりますので、休

園となったとしましても、引き続き地域の方々との連携というのは積極的にやっていきた

いなというふうに思っています。  

 

【中山教育長】 ほかにございませんでしょうか。  

 

【木下委員】 今のことに関わってですが、幼保連携というのは、ひとつの大きな教育課

題になっていると思います。公立幼稚園に通っておられる方は、側には小学校があるとい

う形で今まで安心してこられたのだろうと思いますが、実際小学校の１年生を見ると、今

説明があったようにその校区の幼稚園の子どもだけではなくて私立の幼稚園、保育所、実

に多様な子どもたちが学校に来ているわけです。 

幼稚園が変わらざるを得ないということで課題を抱えておられることもよくわかるんで
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すが、様々な形での幼少連携を、保護者の方の不安をなくすために一段と取り組みを進め

ていただきたい、幼少連携がスムーズにいくように、八尾の子どもたちへの配慮をお願い

したいと思います。  

 

【中山教育長】 ご意見として伺っておくということで。ほかに質疑ありませんでしょう

か。 

 

【御喜田委員】 保護者の意見として、就学前の子どもがいる保護者やこれから八尾で子

どもを産んで育てようとしている保護者には、「声を聞いてほしい」、「説明をききた

い」という声があると思います。そのことに対して今後どのように対応していこうと思っ

ておられるのか教えてください。 

 

【吉川教育次長兼教育総務部長】 この間、色々な保護者の方々の意見を聞いております。

教育委員会としまして、公立の認定こども園整備計画に基づいて、今回の休園措置も講じ

ながら、少しでも集団教育を進めさせていただいて、子どもにとっての質の高い幼児教育

を進めていきたいという、そういう想いから、今回の休園措置を取らせていただくという

ことを保護者の方々にも説明をさせていただいてきております。  

そのなかで一定のご理解をいただいている保護者の方々も多くございますし、また、ま

だ納得していただけない保護者の方々がおられるのも現状でございます。この間、積極的

に教育委員会も説明してきましたが、引き続き、今の保護者だけではなくて、委員ご指摘

のこれから子どもをお持ちになられる将来の保護者の方々にも、そういう視点で精力的に

説明責任といいますか、ご相談なりをさせていただきながら、子どもたちの育ちに少しで

も役に立つような形で対応していきたいというふうに思っております。  

引き続き、真摯に保護者の方々と意見交換、あるいは相談に乗らせていただいて取り組

んでいきたいと思いますし、また今回、休園措置になったとしても、休園になって転園し

たけども、認定こども園になったけども、結果そうなってよかったねと思っていただける

ような形で教育委員会としては更に引き続き頑張っていきたいというふうに思っておりま

す。よろしくお願いします。  

 

【中山教育長】 他に委員の皆様、質疑等ございませんでしょうか。  

いま皆様の質問に事務局からの説明等々ありましたが、最後私の方で話し合ったことを確

認の意味も込めてまとめていきたいと思いますが、それにつきまして委員の皆様何かあり

ましたら、お願いします。  

 

【全委員】異議なし。  

 

【中山教育長】 教育委員の皆様から、改めて、事務局に、これまでの取り組み等、また、

請願をあげられた保護者からいただいております声も含めまして、確認をさせていただき

ました。  

これまで、教育委員会において、また、そこにいたる協議会の場等々におきまして、教
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育委員会として、この就学前教育の課題にどう取り組むのか、保護者や子どもの立場、ま

たその思いを考えた中で、今後の子どもたちが生きる、この社会経済状況、そのなかで必

要とされる教育環境を見据えて議論をずっと重ねてまいりました。そのなかで、一貫して、

これからの将来に向けて、厳しい予測困難な時代を、この八尾の子どもたちにしっかりと

生き抜いていってもらいたい、これは一貫して、私たち教育委員の皆様方と事務局が貫い

てきたものであります。そのために、その力を小学校教育、中学校教育はもちろんですが、

とりわけ、幼児期における就学前の教育においてしっかりと基礎を培う、質の高い教育を

どのように提供できるのかとの立場で、方向性について今日まで定めてまいりました。  

事務局からの報告にもありましたが、公立幼稚園における小規模化は、保育ニーズの増

加等を要因としまして、急激に進んでおりまして、現在、 1学年で、５人、８人といった

クラスで、幼稚園運営がなされているという現状です。教育は、環境に大きく左右されま

すが、その教育環境の重要な要素の一つが、わたしたちは集団であるとずっと考えてまい

りました。子ども同士が集団の中で、共に学ぶことにより、体験を通して、人と関わる力

や思考力、感性や表現する力などをはぐくみ、社会の一員としてこれから生きていく基礎

が幼児教育の中で培われなければならないと考えています。 

休園措置に伴う転園により、新たな集団にお子様がはいられることに保護者の皆様が本

当に不安を抱かれていることは承知しております。また、更に発達に不安を抱えておられ

る保護者の皆様の不安は一層のものであることも私たちは認識しております。本市の公立

幼稚園では、幼児教育を一体で進め、毎月、全幼稚園長が必ず集まっております。八尾の

幼児教育の進め方や子どもへの指導やかかわり方については常に園同士、意見交換を行っ

て、同時に、園内研究や教材研究の成果をお互いに園同士で報告しあい高めあうなかで、

質の高い幼児教育の実現にむけて取り組んできているのが現状です。 

すでに、小規模になった幼稚園におきましては、近隣の幼稚園と園交流、指導者間の連

携等々を深める取組みを積極的に進めておられるのを私も見ております。個に応じた支援

と集団の中での支援を調和よくすることで、八尾の子どもたちをしっかりと育む環境を構

築してまいりたいと教育委員会事務局としては、一丸となって今日までやってまいりまし

た。 

転園して、結果として、集団のなかでの子どもが育まれて、よかったといっていただけ

るような環境を必ずや教育委員会として、幼稚園現場とともに全力で取り組んでまいりた

いと思っております。転園されてからもていねいに園とともに教育委員会として保護者の

方々に安心していただけるように、常に寄り添っていけるように努めていきたいと事務局

で確認してほしいと思います。 

私のまとめについては、事務局の長として以上のような形となりますが、教育委員の皆

様、何かありまでしょうか。  

 

【全委員】異議なし。  

 

【中山教育長】 それでは、事務局の説明等々、私の最後の話しもさせていただきました

ので、採決に移らせていただきたいと思います。まず、議案第 30号につきまして、お諮り

いたします。議案第30号「八尾市立幼稚園の休園決定の件」については、原案どおり可決
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することにご異議ございませんでしょうか。  

 

【全委員】異議なし。  

 

【中山教育長】 全委員、ご異議なしと認めます。よって、議案第 30号「八尾市立幼稚園

の休園決定の件」につきましては、原案どおり、可決いたしました。次に、請願第1号か

ら請願第６号までにつきまして、議案第 30号の原案可決を受けまして、一括してお諮りし

てまいります。請願第 1号「八尾市内の公立幼稚園に通う全ての４歳児が同じ幼稚園で卒

園できるよう求める請願の件」、請願第２号「八尾幼稚園の休園撤回を求める請願の件」、

請願第３号「休園措置の中止を求める請願の件」、請願第４号「北山本幼稚園の休園撤回

を求める請願の件」、請願第５号「西山本幼稚園の休園撤回を求める請願の件」、請願第

６号「公立幼稚園での休園撤回を求める請願の件」については、議案第30号の原案可決を

受けまして、不採択とすることにご異議ございませんでしょうか。 

 

【全委員】異議なし。  

 

【中山教育長】 全委員、ご異議なしと認めます。よって、請願第 1号「八尾市内の公立

幼稚園に通う全ての４歳児が同じ幼稚園で卒園できるよう求める請願の件」から請願第６

号「公立幼稚園での休園撤回を求める請願の件」までについては、不採択とすることに決

しました。以上で、本日の議事は終了いたします。次に、その他として、事務局から説明

等あるでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  今後のスケジュールということで、これは平成

29年度市立幼稚園４歳児入園の案内にも記載されておりますけれども、改めてお伝えさせ

ていただきたいと思います。  

今後のスケジュールといたしまして、市立幼稚園の入園決定通知書の交付また休園決定

の説明は、平成28年10月21日金曜日に行うこととなっております。また休園措置に伴いま

す入園、転園申込み手続きにつきましては、 10月21日金曜日から11月４日金曜日までとな

っております。またこのお申込みに伴います通園決定の通知につきましては11月11日金曜

日となっております。  

以上でございます。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。以上をもちまして 10月臨時教育委員会を終了い

たします。  

 

 

 

 

 

 


