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１１月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、11月定例教育委員会を開催いたします。  

 本日の会議録署名委員に、村本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。  

 

【中山教育長】 では、10月臨時教育委員会会議録の承認について審議いたします。委員

の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、 10月臨時会会議録については承認

と決しました。  

 

【中山教育長】 次に、10月の定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。委

員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、 10月定例会会議録につい

ても承認と決しました。 

 

【中山教育長】 それでは、教育長及び教育委員の報告に移ります。  

 

開 催 年 月 日  平成２８年１１月２２日（火）  

開 催 時 間   午前１０時００分  

開 催 場 所   本館８階 第２委員会室  

出 席 委 員  

 

中 山 教育長 

百 瀨 委員（教育長職務代理者）  

木  下 委員 

御喜田 委員 

村 本 委員 

出 席 職 員  

 

吉川教育次長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・靍原学校教

育部長・今岡教育総務部次長・瀧瀬教育総務部次長・馬場教育総務

部次長兼教育政策課長・西崎教育総務部次長兼八尾図書館長・辻内

学校教育部次長兼学務給食課長・高橋総務人事課長・南生涯学習ス

ポーツ課長・渞文化財課長・菊池指導課長・山本教育サポートセン

ター所長・岡田人権教育課長  
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（教育長報告）  

10月21日（金）  

 

10月23日（日）  

10月24日（月）  

10月25日（火）  

10月27日（木）  

 

 

10月28日（金）  

10月29日（土）  

10月30日（日）  

 

10月31日（月）  

11月１日（火）  

 

11月３日（木）  

11月４日（金）  

 

 

11月５日（土）  

11月６日（日）  

 

11月７日（月）  

 

 

11月８日（火）  

 

 

11月10日（木）  

 

 

11月11日（金）  

 

11月12日（土）  

 

11月13日（日）  

 

11月14日（月）  

午後３時30分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後４時から、第11回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午前10時20分から、いきいき環境フェスティバル 2016式典に出席。

午前10時から、第12回行財政改革推進準本部会議に出席。  

午後１時から、近畿市町村教育委員会研修大会に出席。  

午後１時から、女性フェスティバル 2016式典に出席。  

午後３時から、近畿都市教育長協議会研究協議会（研修会）に出

席。 

午後２時 30分から、大阪府人権教育研究中河内大会全体会に出席。

午後２時から、山本図書館 20周年行事「おはなし音楽会」に出席。

午前 11時から、八尾国際交流夜遊祭オープニングセレモニーに出

席。 

安中幼稚園長人事異動辞令式に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午後３時30分から、第６回行財政改革推進本部会議に出席。  

午前９時30分から、平成28年文化の日表彰式典に出席。  

午前７時 20分から、「少年を守る日」・「家庭の日」駅前街頭啓発

活動に出席。  

午後４時から、庁議に出席。  

午後２時30分から、じんけん作品発表会に出席。  

午前10時から、山畑区文化祭を見学。  

午後２時から、新版八尾市史編纂講演会に出席。  

午前11時から、八尾市体育連盟第70回大阪府総合体育大会優勝報告

会に出席。  

午後５時45分から、現業労働組合からの要求書提出に出席。  

午前11時から、臨時教育委員会に出席。  

午後２時15分から、幼稚園教育・人権教育研究会発表会に出席。  

午後７時から、八尾市ＰＴＡ協議会と市長との懇談会に出席。  

午前９時15分から、校長会に出席。  

午前10時30分から、民間会社からの歯ブラシ贈呈式に出席。  

午後５時から、嘉定区青少年交流団教育長表敬訪問に出席。  

午後４時 15分から、八尾をきれいにする絵画コンクール表彰式に出

席。 

午後３時から、八尾市文化芸術芸能祭 2016「こども土曜招待シアタ

ー」を見学。  

午後２時から、八尾市文化芸術芸能祭 2016「一輪文化シアター」を

見学。  

午前10時から、大阪府都市教育長協議会秋季研修会に出席。  
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11月15日（火）  

11月17日（木）  

 

 

 

11月18日（金）  

 

 

 

11月19日（土）  

 

午後２時 15分から、大邸広域市中区との青少年交流に関する協定書

調印式に出席。  

午後６時から、大邸広域市中区訪問団公式歓迎会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後２時から、ベルビュー市教育視察団教育長表敬訪問に出席。  

午後４時 45分から、八尾市職員労働組合学校園支部との顔合わせに

出席。  

午後７時から、大正校友会秋の勉強会に出席。  

午前10時から、ひゅ一まんフェスタ 2016オープニングセレモニーに

出席。  

午後４時から、大阪府都市教育長協議会予算要望説明会に出席。  

午後６時から、大阪府都市教育長協議会懇談会に出席。  

午前10時20分から、民族文化フェスティバル「ウリカラゲモイム」

開会セレモニーに出席。  

 

【中山教育長】 報告したとおり、さまざまな場面で、八尾の子どもたちが頑張っている

姿を見ることができ、その子どもたちの保護者の方は会場等々にいらっしゃって頑張って

いる姿を見ておられるのですが、一般の市民の方に、八尾の子どもが頑張ってる様子を見

ていただけるような啓発をどうしたらしていけるかなという話をしております。しっかり

と考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 では、教育委員の皆様から、この間の活動状況について何かありました

らよろしくお願いいたします。  

 

【木下委員】  11月３日の文化の日の表彰式典ですが、御喜田委員、村本委員とご一緒に

参加いたしました。それと 11月８日大阪府市町村教育委員会研修会がありました。これも

御喜田委員と村本委員とご一緒に参加しました。  

 

【中山教育長】 村本委員、高安小中学校に行っていただいたとお聞きしたのですが。  

 

【村本委員】  施設一体型小中学校がどんなものかということで拝見させていただきまし

た。すばらしい学校だと思っております。  

 

【中山教育長】 また、改めまして、教育委員の皆様とともに学校訪問したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。  

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 では、議案審議に入らせていただきます。  

 まず、議案第36号「八尾市教育委員会会議規則の一部改正の件」について審議いたしま
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す。提案理由の説明を高橋総務人事課長よりさせていただきます。  

 

【高橋総務人事課長】  それでは、ただいま議案となりました議案第 36号「八尾市教育委

員会会議規則の一部改正の件」につきまして、ご説明いたします。  

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３号の規定に基

づき、議決を求めるもので、提案の理由は、八尾市教育委員会に対する請願の取り扱いに

関する規定について、所要の整備をするにつき、八尾市教育委員会会議規則を改正する必

要があるため、本案を提出する次第でございます。  

 それでは、八尾市教育委員会会議規則の新旧対照表をご覧願います。改正の内容でござ

いますが、第 24条では、請願の提出方法や撤回についての手順を定め、第 25条では、請願

の処理は、教育委員会での協議を経てから会議に諮ることを原則とする一方、ただし書き

におきまして、記載不備等がある場合についてはこの限りでないことを定めております。  

 また、第26条第３項では、要望その他請願等の取り扱いの詳細については別途教育長が

定める旨を新たに規定しております。  

 なお、規則改正の施行期日でございますが、公布の日からとしております。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご承認賜りますよう、お願いいたします。  

 

【中山教育長】 それでは審議に入りますが、その前に今までも請願については規則の中

に規定がありましたが、今回一部改正することにつきまして、再度説明願います。  

 

【高橋総務人事課長】  これまでも請願につきましては、本規則において、記載すべき内

容や採決の方法等の規定はありました。ただ、細かい部分で申しますと、今般の改正案に

ございますような定義がございませんでした。また、請願の取扱いにつきましても、原則

的には教育委員の皆様と協議をした上で、審議するべきと考えまして、今般提案をさせて

いただいてる次第でございます。  

 

【中山教育長】 では、委員の皆様から質疑ございましたらお願いします。  

 

【木下委員】  今般の改正内容を見せていただくと、規定がより詳しくなっているかと思

います。その趣旨についてお聞かせください。  

 

【高橋総務人事課長】  この前の臨時教育委員会議で請願が６件出てまいりましたが、そ

の際にお問い合わせがございました。今般、手続きの詳細について丁寧に規定をさせてい

ただきたいということで、改正をお願いしている次第でございます。  

 

【中山教育長】 実際に、臨時の教育委員会の前日に出されたものをどう処理するかとい

うあたりが課題となっていたかと思います。  

 

【御喜田委員】 今のお話ですが、いつまでに請願書を提出すべきかという部分も一部改
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正をするに当たって定義するとのことで、具体的にどのような内容になっているのか教え

ていただいていいですか。  

 

【高橋総務人事課長】  具体的な改正につきましては、会議規則の今回の改正で第26条の

第３項に「請願等の取扱いの詳細については、教育長が別に定める」と規定をさせていた

だいてございます。これを受けまして、過日、取扱いにつきご協議いただきましたとおり、

要綱を今後、整備していきたいと考えてございます。そこで請願書の提出につきましては、

会議の２週間前、14日前までに出していただきたいという旨を規定していきたいと考えて

おるところでございます。  

 

【中山教育長】 請願が出され、それを一旦教育委員で協議した上で、会議にかけていく

という日程を考えての規定ということですね。 

 

【高橋総務人事課長】  今、教育長おっしゃっていただきましたとおり、請願というもの

は出される方の思いがこもっておりますので、事務局だけで取扱いについて判断しにくい

場合もございます。そこで定例会や臨時会の２週間前までに出していただきましたものに

ついて、事前に教育委員の皆様と協議をした上で採決をするなり報告でとどめるなりを考

えていきたいということでございます。  

 

【中山教育長】 この議案が議決されたら、第 26条に沿って要綱等を別に定めるというこ

とですね。再度確認します。  

 

【高橋総務人事課長】  本日のご議決いただいた後に定める予定の要綱では、過日協議さ

せていただいたとおり、提出の方法、審査の仕方や付議について定めるほか、請願を出し

ていただいた方には、その請願の審査日程を通知すること、審議の方法などを記載させて

いただく予定であります。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  自分が知っている限り、教育委員会に請願が出されたという

のは１件か２件あったかと思います。これまでの請願においては、その扱いについても、

それほど議論があったということは記憶しておりません。しかし、今回の臨時教育委員会

の中で非常にご苦労をかけたということはよくわかっておりますので、その意味を含めな

がらこの請願に関する規則改正について、出されたのではないかと考えております。  

請願については、これは憲法第16条で当然保障されている権利でもあり、この取り扱い

については教育委員会として誠実な対応が求められていかなければならないと考えており

ます。その上で、今回の改正はより請願者にとっては具体的な手続が明確になるといった

点では、非常に意義あるものになるのではないかと思います。このあたり、今までおさえ

ができていなかったことを非常に感じるところでもあります。  

今回第26条第３項において、新たに「委員会への要望その他、請願等の取り扱いの詳細
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については教育長が別に定める」と上げていただいたわけですけれど、この中で要望、請

願の取り扱いについて、すでに協議もしておりますが、あらためて、どのように今考えて

おられるのか、教えていただきたいと思います。 

 もう一点、詳細についてという言葉が出ておりますので、請願等の取り扱いの詳細とは

どのような事項について想定されているのか。今の時点で考えているものについて、これ

もあらためて教えていただきたいと思います。  

 

【高橋総務人事課長】  まず、請願と要望というものについては、どう違うのかという部

分について、区別をされている方がおられる一方、されていない方もおられると思います。

今回、要綱の中では、一定要望であっても請願書に準ずる内容であれば、教育委員の皆様

にもご覧いただいた上で、取り扱いについてご判断いただくなり、情報提供という形でさ

せていただきたいと考えているところでございます。  

請願といいますと、採択・不採択ということで採決をとる前提で審議を諮っていただく

わけでございますが、要望書については、教育委員の皆様にご覧いただいて、こういう声

が届いていますということをご説明させていただくという流れになってございます。その

あたりの取扱いの違いにつきましても要綱の中で定めるとともに、その内容についてもホ

ームページ等で説明をしていくという対応を考えておるところでございます。  

 あともう一点、ご質問のございました、詳細の部分でございます。先ほど説明させてい

ただきましたような提出方法や審査及び受理、請願者への日程の通知、記載不備の内容、

審議の方法等を要綱にて規定する予定でありまして、関連する議案がある場合は、議案と

一緒に請願についても審議することなどの規定を予定しているところでございます。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  続けてもう一点だけ確認です。今後、請願については、この

件だけでなく教科書を採択等含めて、いろいろの場面で対応していかなければならないこ

とが出てくるかと思います。そういうことで、今回出される要綱等含めて、委員会として

今後一定のルールを定めていくことが非常に大事になっていくのではないかと思いますの

で、この点について今後の方向性等含めてもう一度、説明していただけたらと思います。 

 

【高橋総務人事課長】  現在、考えております要綱案では、ただいまご指摘いただきまし

たように、今後も請願が出ることが予想されますので、内容について精査するようなこと

も定めていきたいと考えてございます。  

今般の規則改正では、記載不備等がある場合については、この限りでないと第25条の中

で触れさせていただいておりますが、その具体例につきましても要綱で事前に定めたもの

を皆様に示していきたいと考えておるところでございます。具体的にどういうものが記載

不備等になるかということですが、改正規則第24条第１項で書いておりますところの、提

出年月日、住所氏名などが欠けておりましたら、これは当然記載不備になりますので、受

理する際には、それをご指摘はさせていただきます。けれども、直されずに提出された場

合については、記載不備として扱っていきたいと考えてございます。  

それから、公序良俗に反する内容ですとか、本市教育委員会の所管でないものにつきま

しても、請願として受けることはできませんので、もし仮に受けたとしましてもこれは要
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望という扱いにさせていただきたいと考えてございます。  

 それからあと、もう一点は、会議で採択・不採択の採決をした後に、１年以内に同趣旨

の請願書が出された場合につきましても、受け取るときに既に出ておりますということは

ご案内させていただきますけども、それでもということで出されました場合は、これは委

員会に諮らずに情報提供ということで、皆様にお知らせしていきたいと考えております。

この件につきましては、先の請願審査に際しまして、同じ内容のものが何度も出されたと

きへの対応について、ご指摘いただき、その後、その取扱いにつき、ご協議していただき

ましたが、同じような内容の請願が出てきましても、皆様への情報提供でとどめさせてい

ただくという扱いを、現在、事務局として考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 この件につきまして可決いただきましたら、この改正規則第26条第３項にありますよう

に、教育長が別に定めるということで、請願等に関する要綱をつくらせていただく予定で

ございます。要綱策定に関しましては、教育委員の皆様のご意見を踏まえて定めますが、

策定後にも、見ていただくという形で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、ほかに質疑なければ、採決に移らせていただいてよろしいですか。  

 それでは議案第36号につきまして、原案どおり可決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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 36号「八尾市教育

委員会会議規則の一部改正の件」について、原案どおり可決いたしました。  

 引き続き、議案第37号「八尾市教育委員会傍聴人規則の一部改正の件」につきまして審

議いたします。  

 提案理由の説明を高橋課長よりさせていただきますので、引き続きよろしくお願いいた

します。  

 

【高橋総務人事課長】  それでは、ただいま議案となりました議案第 37号「八尾市教育委

員会傍聴人規則の一部改正の件」につきまして、ご説明いたします。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３号の規定に基

づき、議決を求めるもので、提案の理由といたしましては、教育委員会会議における傍聴

人に関する規定について、所要の整備をするにつき、八尾市教育委員会傍聴人規則を一部

改正する必要があるため、本案を提出する次第でございます。  

 それでは、八尾市教育委員会傍聴人規則の新旧対照表をご覧願います。改正の内容でご

ざいますが、第２条第３項ただし書きにおきまして、報道関係者等は、傍聴者定員 10人に

は含まない旨を規定するものでございます。  

 なお、規則改正の施行期日でございますが、公布の日からとしております。  

 以上、甚だ簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審
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議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  

 

【中山教育長】 現行については傍聴人の定員を 10人として、今までは報道関係者等も抽

選していただいていたということですが、それを過日、取扱いにつきご協議いただきまし

たとおり、今回改正していこうということですけれども、委員の皆様、質疑よろしくお願

いいたします。  

 

【御喜田委員】 では、前回の協議の席でもお聞きしたのですが、もう少し詳しく教えて

いただきたいんですけど、報道関係者等の「等」ですけど、この方たちはどういった方を

指すのか教えてください。  

 

【高橋総務人事課長】  ご指摘の部分につきましては、別途要綱を定めていきたいと考え

てございます。こちらの要綱も本日ご議決をいただいた後に定めていくものでございます

が、内容といたしましては、抽選方法として、定員を超えたときの抽選の方法の定義と、

今ご質問いただきました報道関係者等の定義について定める予定でございます。  

その報道関係者の範囲でございますが、八尾市の情報公開の指針等にもよりまして、市

の認めた市政記者等の報道関係者、従来からお話のありました請願者、それから八尾市の

市議会議員の皆様につきましては、定員の外にさせていただいて、傍聴者 10人とその他の

方という形で、定めていきたいと考えておるところでございます。  

 

【中山教育長】 10月の臨時教育委員会の対応については、教育委員の皆様との協議によ

り特例的に傍聴の10人の外で既にこういう措置をとったということですね。 

 

【高橋総務人事課長】  10月18日に開催いたしました臨時教育委員会議におきましては、

特に市民の皆様の関心が高い案件が審議されることから、教育長と教育委員の皆様とのご

協議により、特例的に同様の対応をさせていただいております。それを要綱として定めま

して、今後の扱いについてはこういう形でしていくための前提になる部分で、規則改正を

今般お願いしているものでございます。  

 

【中山教育長】 特例的な対応としたことについては、案件に対する市民や市議会議員、

マスコミ各社の関心の高さ、会議のスペース等々の事情も鑑み、教育委員の皆様との協議

を尽くしたうえでの判断であったと記憶していますが、それについても議会等々で例があ

るからですね。  

 

【高橋総務人事課長】  こちらにつきましては、他の執行機関等々の対応の例も参考にさ

せていただきながら規定をさせていただくものでございます。  

 

【木下委員】  では、傍聴に関する細かなことについては、前回の臨時会のことも踏まえ

ながら、どのように今の時点でお考えなのかをもう少し詳しく聞かせてください。  
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【高橋総務人事課長】  先にも述べましたように、細かい部分も定める要綱をご議決後、

定めていきたいと考えております。一つは抽選の方法ということで、これは今までも 10人

を超えられたときには、他の例を参考にしながら抽選の方法をマニュアルとしては規定し

ておりましたが、今般、要綱の中に定めさせていただきたいと考えております。  

 それからあともう一点は、報道関係者等という定義を定めていきたいと考えておるとこ

ろでございます。  

 

【中山教育長】 いかがでしょうか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  各委員が指摘している部分と同じような部分で感じているわ

けですけれど、特に報道関係者等という、この「等」というこの言葉の幅の扱いですね、

「等」の取り扱いについての幅というのは現状において、どのようなことを想定されてい

るのか、このあたりもし具体に、今示していただけるならば、今後においての取り扱いの

指針にもなっていくのではないかと。だから、少しわかる範囲の中で、「等」という言葉

を現実にどのように考えられておられるのか、その辺を少し教えてもらっときたいなと思

います。  

 

【高橋総務人事課長】  では、過日、取扱いにつきご協議いただきましたが、現在、考え

ております傍聴に関する要綱案の報道関係者等の規定の部分を読み上げさせていただきた

いと思います。  

第３条といたしまして、「規則第２条第３号ただし書きに規定する報道関係者等は、市

の認めた市政記者等の報道関係者、八尾市議会委員及び請願者とする。ただし、請願者に

ついては当該定例会または臨時会において請願書を提出し、その会議の通知を受けた者と

し、法人その他団体及び複数人から提出された請願については、そのうちの代表者１人の

みとする」との定義をさせていただきたいと考えているところでございます。  

 

【中山教育長】 御喜田委員、百瀨委員から質問のあった「等」の部分に関しては、報道

関係者等の「等」については、市の認めた市政記者等、八尾市議会議員及び請願者の３つ

に限るということですね。  

 

【高橋総務人事課長】  想定しているのは、この３者を考えておるところでございます。  

 

【中山教育長】 この間、報道関係者ということで、カメラ等々も入った状況になってい

ますので、今後も市の指針にも則り、そういうことも多々起こってくるかと思いますが、

それを想定しての規則改正ととってよろしいですか。  

 

【高橋総務人事課長】  教育長ご指摘の部分で言いますと、報道関係者という部分には新

聞社やテレビ局が想定されておりまして、この前の臨時の教育委員会議にも取材で来られ

ました。こちらにつきましては改正前の傍聴人規則の第７条においても、許可をとる規定

がありましたことから、許可申請が出され、教育長より許可させていただいたという経緯
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がございます。ただ、その前提としましては、そもそも取材ができるということがござい

ませんと、許可もございませんので、そのあたりの整合性も勘案しまして、今回こういう

定義にさせていただいているところでございます。  

 

【中山教育長】 改正前の規則の第７条に、教育長の許可を得ている者はこの限りではな

いということが記されているからということで、テレビカメラも入ったということですね。 

 

【木下委員】  確認ですが、今議案になっている教育委員会傍聴人規則があり、それに準

じて、次に要綱を定めるんですね。この傍聴にかかわっては、規則というか決まりという

かは、その２つだけですか。規則と要綱のほかにまだありますか。聞かせてください。  

 

【高橋総務人事課長】  これまでは、傍聴人規則に基づく要綱というようなものは特に定

めておりませんでした。要綱という形で定めるのは今般ということでございます。  

 

【中山教育長】 先ほど申し上げた市の指針も大きく影響しているのですよね。  

 

【高橋総務人事課長】  教育委員会も同様の指針を定めておりまして、その内容も参酌し

た結果、要綱を定めていきたいと考えているところでございます。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  これらの規則改正については、私ども教育委員も入っての会

議のことでもあるし、また内容的にも自分たちも一緒に協議した上での内容として作成し

ていかなければならないものではないかと考えております。別に教育長が定めるだけでお

くことなく、ともに会議に参加する同じ立場の延長であるという姿勢を持っております。

これからもそういう姿勢を持ってともに進めていきたいなと考えておりますので、よろし

くお願いしときたいと思います。  

 

【中山教育長】 議案第36号と同じように、第37号につきましても規則改正をここで可決

いただきましたら、その後、策定する要綱については共有して見ていただくということで

進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

 それでは、この議案 37号につきまして、原案どおり可決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】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、議案第 37号「八尾市教育

委員会傍聴人規則の一部改正の件」につきまして、原案どおり可決いたしました。  
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｛報告事項｝ 

 

【中山教育長】 それでは、報告事項に移ります。  

 報告事項につきまして、馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長より、報告があります

のでよろしくお願いします。報告内容につきましては、八尾市立幼稚園の２次募集結果に

ついてでございます。  

 では、馬場次長、説明よろしくお願いします。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、市立幼稚園の休園措置に伴う２次募

集結果についてご報告させていただきます。  

 定例教育委員会報告資料をご参照願いたいと思います。去る平成 28年10月18日火曜日に

開催をされました臨時教育委員会におきまして、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計画でございますが、こちらに基づく休園基準に該

当した、八尾幼稚園、北山本幼稚園、西山本幼稚園、この３園については、平成 29年４月

１日より休園するということをご決定いただいたところでございます。  

 その後、10月21日金曜日から11月４日金曜日までに実施を行いました２次募集におきま

して、当該３園の幼稚園に在園されておられます園児の転園先、そして新たに入園を希望

されておられました園児の入園先につきまして、 11月11日金曜日に決定をされましたので

ご報告をさせていただきたいと思います。  

 まず、八尾幼稚園についてですけれども、在園児、新５歳児になります14名につきまし

ては、久宝寺幼稚園に２名、安中幼稚園に７名、高美幼稚園に４名、龍華幼稚園に１名が

転園することが決定いたしました。また、新４歳児として１次募集でご応募をいただいて

おりました７名の方につきましては、用和幼稚園に３名、安中幼稚園に２名、高美幼稚園

に２名が入園することが決定いたしております。  

 次に、北山本幼稚園ですが、在園児、新５歳児になります８名の方は、山本幼稚園に８

名全員の方が転園することが決定いたしております。また、新４歳児として１次募集でご

応募いただいておりました７名の方につきましては、山本幼稚園に３名、長池幼稚園に２

名、東山本幼稚園に２名の入園が決定いたしております。あわせまして、新５歳児として

新たに１次募集でご応募をいただいておりました２名の方については、長池幼稚園に２名

とも入園することが決定いたしております。  

 最後になりますが、西山本幼稚園についてであります。在園児、新５歳児になります５

名の方、全員山本幼稚園への転園が決定いたしております。また、新４歳児として１次募

集でご応募いただいておりました４名の方につきましては、山本幼稚園に３名、東山本幼

稚園に１名が入園することが決定いたしております。  

 以上が転園先、転園等の報告でございますが、今後につきましても、引き続きまして各

園における交流活動等について計画を持ちながら進めてまいりたいと思っております。ま

た、転園に対する個別の配慮も、への対応にも努めてまいりたいと考えております。  

 報告は以上でございます。  

 

【中山教育長】 この件に関しましては、休園決定いたしました３園について、現在、在



－12－ 

園しているお子さんたちがこんな形で転園を決めていただいたということです。委員の皆

様、いかがでしょうか  

 

【木下委員】  今、在園されている方たちが休園措置に伴って行き先を決めてくださった

ということで、今後もいろんな形で配慮していきますということですが、決めていく過程

で新たに出てきた問題なり、配慮すべきことなり、あるいは今後示唆に富むようなことが

ありましたでしょうか。もしあれば教えていただければありがたいです。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  先日10月18日に休園の決定いただいた後、すぐ

に教育委員会から３園の園長に直接会わせていただきまして、これまでもやっているんで

すけれども、さらに今後につきましての転園先、想定される園、あるいは決定されたとき

の対応を話をさせていただいております。園から例えば、特に北山本幼稚園、西山本幼稚

園については在園されている方が全員山本幼稚園に行かれるということで、これに対しま

して例えば物品、園長から聞いたのは縄跳びなんですけれども、それも山本幼稚園、転園

先で使われているものを、購入する際には同じものを購入するとか、そういった各園で独

自で園長を初め、いろんなお話をいただきながら、スムーズに転園できるようにというこ

とで進められているというのをお聞きしています。  

 また、事務局といたしましては、先日該当の園長を含めて中心に集まっていただきまし

て、今後の３月までに向けたいろいろなやるべきことがございますので、その辺も打ち合

わせをさせていただいております。その中で、いろんな課題等も出てきております。例え

ば子どもさんの転園に際し、細かい個別の事情に対して、どのように配慮を行っていける

のか、あるいは休園になる幼稚園において園児が使用されている物品についてどういうふ

うにしていくのか等含めまして、細かいところも今後も出てこようかと思いますので、そ

の辺は事務局と一緒になって３月まで円滑に進むように、また４月以降、園児、保護者が

心配のないような転園に向けた取り組みを進めていきたいと考えているところであります。  

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。  

 

【木下委員】  今後について支障なく進むように、園長先生含め考えていただくというこ

とですが、現時点で転園される子どもさんと保護者の方たちからの特別なニーズは出てい

るのでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  現在把握している中では、特に大きな問題があ

るということは聞いておりませんので、我々の今現状の認識といたしましては、各園の園

長初め、先生方が保護者の方とお話を進めてきていただいていると考えております。もち

ろん困った場合、あるいは対応をどうしたらいいのかという場合については、随時連絡を

いただき、教育委員会と各園で共に進めていくということ等について話しをさせていただ

いております。  

 

【中山教育長】 臨時の教育委員会議のときにも申しあげましたが、物品だけではなくて、
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心情面で子どもも保護者も皆様が安心して転園できるように、事務局も幼稚園長とともに

取り組んでいってほしいと思いますので、よろしくお願いします。  

 ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  今、お聞きして、西山本幼稚園の子どもたちがそのまま山本

幼稚園に入っていくということに対しては評価していきたいですし、今後の交流計画を進

めていく上では大変進めやすい方向性かと思います。ただ、ほかの委員も質問されていた

ように、八尾幼稚園の子どもたちが複数園にまたがっていくということが今後起こり得る

可能性は十分あるかと思います。この辺いろいろ保護者の思いや子どもたちの思いを考え

ると、転園していく子どもたちが複数園にかわっていくことに対して、教育委員会として

はどのような支援をしていかないといけないのか、お考え持っておられるようでしたら聞

かせていただけますか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  まず、北山本幼稚園、西山本幼稚園については、

転園先が山本幼稚園ということで、２園あるいは３園の間での交流の状況ということにな

ります。また、八尾幼稚園につきましては、ご指摘のように転園先が４園になるというこ

とで、このあたりについては園長先生からも各園に対する交流につきまして、どういうふ

うに取り組んでいったらいいのだろうかというような話もいただいているところでござい

ます。先ほど申し上げた休園の３幼稚園の園長さんに集まっていただいて、この辺を中心

に話をさせていただき、また転園先の園長さんにも積極的に交流を進めていただけますよ

う、こちらからもお願いをさせていただいているところでございます。ご指摘のように、

八尾幼稚園については、転園先が４園になる状況にありますけれども、取り組みを進めて

まいりたいと考えております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  子どもたちに常に目線を合わせながら、子どもたちが次にか

わっていくにしても、その中でよい共同生活ができるように考えていかねばならないこと

は多くあるかと思います。そして、各幼稚園現場の混乱を招かないことが何よりも大事で

あると思います。さきほどの縄跳び購入の件もそうですが、教育委員会として、現場の幼

稚園の問題、課題については十分に対応し、しっかりとした支援をおこなうという姿勢で

取り組んでいっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 ほかに、この件につきまして質疑等ございませんでしょうか。よろしい

ですか。  

 本日の議事は、これで全て終了いたします。  

 それでは、 11月の定例教育委員会を終了いたします。  

 

 

 

 

 


