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６月臨時教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、６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。 

 

｛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。  

議案第25号「市立幼稚園における平成 31年度４歳児募集の件」について審議いたします。  

提案理由を馬場教育総務部次長兼ねて教育政策課長より説明願います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  それでは、議案第25号「市立幼稚園における平

成31年度４歳児募集の件」につきまして、ご説明させていただきます。  

 本件は、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、公立の認定こども園への再編に伴い、移行期への対応として、子ど

もの受け入れについて万全を期すため、龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園において、

平成31年度４歳児募集を実施する必要があるため、ご提案いたすものです。  

 公立の認定こども園の整備については、就学前施設における教育・保育と子育て支援計

画、公立の認定こども園の整備計画に基づき、本市の教育・保育のニーズ量と確保方策の

見込みを参考にするとともに、民間施設の受け入れ枠や整備状況等を考慮して、平成 31年

度に向けて５施設の整備を行うこととしております。平成 28年５月には、各民間施設にお

ける保育士の確保や施設整備の進捗状況等を考慮し、本市の全ての子どもを確実に受け入

れていくために万全を期すことが必要であることから、認定こども園への引継園、長池幼

稚園、志紀幼稚園、安中幼稚園、南山本幼稚園、東山本幼稚園、この５園とあわせまして、

龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園において平成 30年度４歳児募集を実施することを

教育委員会において議決いただいたところです。  

 このたび、平成31年度の公立の認定こども園への再編に係る移行期への対応として、現
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時点におきまして、子どもの受け入れについて万全を期すため、龍華幼稚園、南高安幼稚

園、用和幼稚園において、引き続き平成31年度４歳児募集を実施することとするものです。

これは、現在２歳児の子どもたちへの対応ということでございます。  

 平成31年度４歳児募集を行う龍華幼稚園、南高安幼稚園、用和幼稚園の募集定員は、平

成30年度の教育・保育のニーズ量や民間施設の整備状況の動向により決定するものとし、

申し込み時期については、今後検討を行ってまいりたいと考えております。  

 また、入園の申し込みは、園区はなく、八尾市在住者であれば申し込みできるものでご

ざいます。  

 なお、平成 31年度入園募集が、応募者が少ない場合については入園先の幼稚園について

協議をさせていただきたいと考えております。  

 その他でございますが、今後、保護者等への周知につきましては、平成 30年度入園の園

児募集が始まるまでに、市政だより等にて広報してまいります。  

 最後になりますが、平成30年度の４歳児の募集定員につきましては、平成29年度の就園

状況等を勘案し、公立の認定こども園に平成 31年度に５歳児として園児を引き継ぐ幼稚園、

先ほど申し上げた５園ですけれども、各園 20名とし、龍華幼稚園40名、南高安幼稚園30名、

用和幼稚園30名とすることをあわせてご報告をさせていただきます。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第 25号「市立幼稚園における平成 31年度４歳児

募集の件」の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 

【中山教育長】 今、馬場次長が最後に言われたその他の部分の人数に関しては、 30年度

の４歳児募集ということで、今から話をしていただく部分とは切り分けて話をさせていた

だけますか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  平成30年度４歳児募集については、昨年に決定

いただいているものであり、今回の議案の内容とは別です。  

 

【中山教育長】 別ですね、わかりました。  

 それでは、今の提案理由について、委員の皆様からご忌憚ないご意見をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。  

 

【御喜田委員】 市政だよりに募集内容を載せる都合で、この時期に平成 30年度の４歳児

の募集を考えるのはわかるんですけれど、平成31年度の４歳児の募集をこの時期に決める

必要がなぜあるのか、もう少し詳しく教え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】  今回の平成31年度４歳児募集は、現在２歳のお

子様の就学前施設を選択していただく際に、どのような時期に広報をすることが必要であ

るかということでございます。この６月の時期に広報をさせていただいて、お子さんを３

歳児から預けられるのか、あるいは４歳児から預けられるのか、やはり保護者が検討され

る時間が必要であることから、このあたりは幼保の一体化を進める中でも、なるべく早く

に情報が欲しいということでございましたので、去年から、判断については６月に行って
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いきますということで説明をしてきております。  

 

【御喜田委員】 保護者が困らないように自分の子どもを３歳で預けるのか、それとも４

歳で預けるのか、考える余地をつくるために、平成30年度の今の時期ではなくて、今の、

この平成29年度の時期に31年度の４歳募集をどうするか判断したほうがいいと考えられた

ということで、間違いないですか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  例えば、今年実施の応募状況を勘案してという

ことも考え方としてありますが、そうすると、先ほど申し上げた保護者の方が選択する際

に、時期を逸してしまうということになりますので、我々としてはこの時期に判断をさせ

ていただいて、保護者の方の選択として保障していきたいということでございます。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見等々ありましたらお願いします。  

 

【村本委員】 平成31年度に４歳児募集について、市として当然運営経費に対する予算が

伴うと思うんですが、市として当初に予定のない予算を投入することになると思いますが、

保護者の不安の解消のため、今回の措置をとっているということでよいのでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  ご指摘のように、費用負担が運営経費として生

じるということになります。教育委員会といたしましては、認定こども園の再編の整備を

進める中で、移行期において、保護者の方々の不安等に寄り添いながら、安心感をもって

子育てをしていただける取り組みは必要であると考えております。今回の判断によって生

じる運営経費は移行期において必要なものであると考えておりまして、現在財政当局と協

議も進めているところでございます。  

 

【村本委員】  幼児教育、保育の受け入れについては女性の社会進出を後押しする労働政

策、福祉的要素の側面から家庭を支援する社会政策、子どもの学びを助ける教育政策とい

う３つの側面があると言われております。このたびの公立幼稚園の３園の運営の延長につ

いては、当然財政負担を伴うものであるが、教育委員会の立場においてはこうした財政負

担について全ての子どもを受け入れていくことが政策的にも必要になるということをしっ

かり説明していただきたいと思います。  

 

【御喜田委員】 教育委員会としてはこの平成 31年度に４歳児募集をこの龍華、用和、南

高安幼稚園において実施すると決められたと思うんですが、その次の年、平成 32年度の４

歳児募集というのはどのようにお考えでしょうか。また、４歳児の募集はすると考えてお

られるのでしょうか。  

 

【中山教育長】 この後どうなっていくのかということで、お願いします。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】 ご指摘のその次の年どうなるのかということに



－4－ 

つきましては、我々としましては、現在のシミュレーションの中では必要はないだろうと

考えています。万が一の場合は、公立の保育所、幼稚園を認定こども園へと再編をしてい

くという計画でありますので、それに基づいて考えていかないといけないと思っておりま

す 

 

【御喜田委員】 この３つの園で平成31年度４歳児の募集を実施すると決められたと思う

んですけど、じゃあそれ以外の幼稚園で募集をなぜ継続しないのですかという、多分保護

者の疑問もあると思うんですが、その辺はどうお考えですか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  昨年５月、各民間施設における保育士の確保や

施設整備の状況等を考慮いたしまして、万全を期すということから、引継園とあわせまし

て、今回ご提案申し上げている龍華、南高安、用和、この３幼稚園について平成 30年度４

歳児募集について決定いただいたところでございます。この３園の選定にあたりましては、

休園の候補園ではないということ、そして、各民間施設の認定こども園への移行時期でも

あることから、子ども子育て支援事業計画に記載されております地域区分において民間施

設の状況を踏まえ、需要を確保できる幼稚園を選定したということでございます。この３

園について、平成31年度４歳児募集を引き続き行っていくという考えでございます。  

 

【御喜田委員】 園区なしということがそこにつながっているんですよね。この３園で何

とか賄えるということですよね。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  園区がない中で、地域区分も見ながらこの３園

を選定させていただいたということです。  

 

【御喜田委員】 わかりました。ありがとうございます。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  ちょうど３園という問題が出たので、あれは認定こども園の

移行期として教育委員会としては常に集団での教育環境の確保のために、休園基準の定め

をしっかりしていかねばならない、十分にそういうことで対応したわけですけれど、人数

が増えたらどうするかという中に、逆に３園における募集によっては子どもの数が少なく

なるということも起こり得るのではないかなと。そういった場合、他との整合性等も含め

て考えていかねばならない、このあたりも委員会としては十分に考えていかなければなら

ないと思いますので、このあたりはどう考えておられますか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  今回の平成31年度４歳児募集につきましては、

万全を期すための対応ということでございます。ご指摘のように幼児期の子どもの育ちに

つきまして、これまでも集団での教育環境を確保することが大切であるということを述べ

てまいりました。このような中で、万一応募される人数が少ない場合どうするのかという

ことですけれども、そのような場合については、入園先を調整させていただくということ

が必要になってくるものと考えております。  
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【百瀨教育長職務代理者】  31年度に４歳児の募集をすることについては、当然同じよう

に考えていかなければならないことが起こってくるかもしれないなと。人数が少ない場合、

どのように人数をきちんと決めて、そしてどのようなことを想定するのかということは大

事なことと思うんですね。そうすることによって、入園先の調整をすることがまた必要に

なってくるという可能性は十分あるかと思います。そのときに、在園している５歳児はど

うなるのか、そこまで考えておかないといけないと思いますので、そのあたりどのように

お考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  公立の認定こども園の整備計画におきまして、

休園基準を設けて対応を行ってきたところでございます。この休園基準というのは、入園

応募者数が平成27年、平成28年、２年連続して15人未満となった幼稚園について休園措置

を行うというものでございます。この考え方に基づきまして、一定 15人未満というのが目

安になるものと考えております。  

 また、在園児についてですが、その受け皿としての選択肢を考慮いたしましても、卒園

を保障していくことが適切であると考えております。平成 28年度の休園措置においては、

既存の16の公立幼稚園も選択肢として転園をしていただいたということでありましたが、

この平成30年度の時点においては、引継園も含めてその選択肢を確保することが困難であ

るため、当時とは状況が異なっているという認識を持っております。このようなことから、

卒園を保障していくことが適切であると考えております。  

 

【中山教育長】 卒園保障していくと。 

 

【村本委員】  平成31年度４歳児の龍華、用和、南高安幼稚園の園児募集の時期について

検討するとありますが、これはどういうことでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  平成31年度の４歳児募集について、この３園で

の募集は移行期において万全を期すということでございます。そういった意味におきまし

て、公のセーフティーネットということで、これまでと同様の募集時期でいいのかどうか

といったことについて検討をしていきたいということで、現在のところ考えております。  

 

【中山教育長】 時期を検討するというのは、公立だけじゃなくて、私立との関係とかい

ろいろあると思うんですけども、そのあたりも含めて目途としてはまだこれからだという

ことでいいでしょうか。 

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  ご指摘のように私立との調整、協議が必要にな

ってくるものと考えております。まだ内部においても定まってない状況でございます。  

 

【中山教育長】 それは31年度の４歳児についてということで、今年行う30年度の４歳児

募集については今までと同じ時期ということでいいですね。  
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【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  そのとおりでございます。  

 

【御喜田委員】 平成30年度の入園の園児募集、定員のことについてなんですけど、この

５園の引継園はそれぞれ20名ずつとなっているんですが、この龍華幼稚園が 40名、南高安

が30名、用和幼稚園が 30名となってるんですが、これはどのように考えてこの定員になっ

たんでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  龍華幼稚園で40名、南高安幼稚園で30名、用和

幼稚園で30名ということでございます。この人数につきましては、平成29年度の就園状況

でありますとか、民間施設における受け入れ枠、また現在幼児教室の登録者数等も含めて、

考慮させていただいてこの人数ということで設定させていただいたところです。  

 

【村本委員】  あくまで現時点における事務局の見込みで結構ですが、今年度 10月に実施

する平成30年度４歳児募集において、定員枠に対し応募者が多く申し込まれ、抽せんとな

る可能性の有無についてどのように見込んでおられるのでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  本年６月の幼児教室の登録者数を見ますと、引

継園となっております安中、東山本、南山本幼稚園につきましては、予定しております募

集定員を上回る登録者数がございます。登録されている方が、お申し込みになられますと、

抽選になると考えております。  

 

【村本委員】  それで、引継園において、募集定員を超えて抽せんで落選となった子ども

の受け入れについては、どのように考えておられるのでしょうか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  第１次募集については引継園５園と、今ご提案

申し上げている龍華、南高安、用和幼稚園での募集を実施することになります。仮に、募

集定員を超えて抽選となり、落選となった場合については、私立園の募集定員にかかる情

報提供とあわせまして、定員に余裕のある公立幼稚園の２次募集について情報提供をさせ

ていただく中で選択をしていただいて、全てのお子様を受け入れていく対応を行ってまい

りたいと考えております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  募集についてということでもう一度確認したいのが、この募

集についてはいつされるんですか。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  平成31年度４歳児募集時期については、例年で

言いますと10月ですが、10月でいいのかどうか今後検討していかなければならないと考え

ております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  10月というと、あと残り何カ月、３カ月、そういう時期の中

でね、市民の中でもまた保護者等にも非常に不安感持っておられる方が多くおると思うん
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ですよね。そういうことを考えて、この募集内容とか、それから入園間の手続等について

市民、また保護者等に周知していかなければならない、そういうことを周知することにつ

いてはどう考えているのか、聞かせていただきたいと思います。  

 

【馬場教育総務部次長兼教育政策課長】  平成31年度４歳児募集は、現在２歳児の方への

対応ということになります。議決いただけましたら、ホームページと市政だより等で６月

中には広報を開始いたしたいと考えております。  

 また、広報の手法ですけれども、先ほど申し上げた手法だけではなく、地域拠点でのチ

ラシの配布、また１歳半の検診の案内に同封していただくなどの手法をとりながら広くお

知らせをしていきたいと思っております。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  周知徹底していただきたい。  

 

【中山教育長】 周知徹底ということでお願いします。  

 

【木下委員】  園児募集に関しては、この会議でも議論をし、計画も立ててきました。  

 募集人数については、社会的増減もあり、どうしても不確定な要素に左右されることが

あります。そのときに、園児募集が、最初に立てた方針とは違っていないこと、人数のぶ

れは想定の範囲内であることを保護者の方に理解してもらえるように、きちんと説明して

いただきたい。応募者が多くて抽選になった場合に、予定通りに入園させることができる

保護者と、次の園を探さなければならない保護者がでてきます。そのときに、その不都合

が、最初に想定された枠内で生じていることだということを、保護者に納得してもらえる

ような丁寧な説明と、情報提供や個別の相談や支援をお願いしたい。  

 

【中山教育長】 八尾市が考えてきた大きな計画自体は変わってないんだよということを、

保護者にしっかりと認識していただくと。 

 

【木下委員】  親にすれば、自分の子どもが行くときに、初めて問題が顕在化するわけで

すから。あれ、今年あかんのとかね、去年こうだったのにとかね。いろいろ、感情も含め

て出てくるだろうと思うんですよね。だから、その大枠は常にきっちりと説明していただ

けたらありがたいなと思います。  

 

【吉川教育次長兼教育総務部長】 今の計画の部分もご意見いただきました。この間、

認定こども園化の計画については、こども未来部と教育委員会が一体になって取り組んで

きているところでございます。今、委員ご指摘のとおり、計画全体として計画どおりこれ

まで民間施設においても量の拡大を図っていただくとか、認定こども園の計画に再編に向

けた取り組みというのは粛々と進めさせていただいています。この中で先ほどおっしゃっ

ていました量的な問題というのは、どうしてもそのときそのときによって変わってまいり

ます。そういう中で、動かしてきて、基本的なこの認定こども園化を八尾市は進めていく

んだという、そういう大きな目的というのか、それはもうぶれは全くないんだという、そ
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れは十分周知をさせていただいて、改めて保護者の方にもご理解いただく。  

 ただ、この変遷の中で、課題として、個々の不安というのは出てまいります。それに対

しては、きちっとした対応、あるいは寄り添い型の相談とかも含めて、個々の対応には当

然取り組んでいかなければならないと考えていますし、今回ご提案させていただいておる

のも、そういう過渡期の部分の保護者不安をいかに取り除くかという、この一点に限るの

かなと考えています。そういう意味では、大きな計画を進めさせていただく理念というの

はもっとお伝えさせていただく中で、この 31年度の４歳児の募集についてはこういう問題

があるんで、今もう１年延ばさせていただいて、保護者の方の不安を取り除かせていただ

いて、対応させていただきたいと、そういう説明を十分できるような形で努力をしていき

たいなと思っております。よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨教育長職務代理者】  全体の話を聞かせていただきながら、まとめ的なこと、要望

になるかと思うんですけどね、この間事務局より、また今日の質疑等の中から、現時点に

おける保護者の方々の状況等に対して、これまでの進み方も含めながら、真摯に行政とし

て受けとめた中で対応していきたいんだと、そういう思いというのは十分に受けとめさせ

ていただいたとは思っております。  

 ２点ほど、そういうことを含めながら要望としては、今まで私どもが基本方針としては、

本市の認定こども園の整備計画を中心として進めているんだと。そしてその中で、公立と

私立が連携をして、八尾市の全ての子どもたちに対して健やかな育ちと子育ての支援を充

実させるという理念の中で、その目的に向かって進めているということで、改めて確認し

ておいていただきたいなと思います。また、私どももそう考えているところでございます。

その上で、これからもこの計画を進めるに当たって、さまざまな状況にある保護者の声、

先ほど聞きましたが、しっかりと保護者に、または市民に寄り添いという言葉が出ており

ましたので、配慮を重ねるという基本的な姿勢をしっかりと根底に据えていただいて進め

ていっていただきたいと思っております。これが１点要望であります。  

 また、２点目はまた龍華、用和、南高安の幼稚園の平成 31年度４歳児の募集を実施する

ことに合わせて、この認定こども園への再編にかかる移行期の保護者の不安を除き、保護

者の理解と信頼を得る努力を再度慎重に進めていっていただきたいと考えております。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、よろしいですか。事務局も真摯に今日の話し合いを受けと

めさせていただいて、計画そのものは何ら変わりはないけれども、きちんと移行期に当た

る保護者の方も子どもさんたちも市民の皆様にもきちんと説明責任を果たして、安心して

就園していただく形をとらせていただくということで、どうかよろしくお願いします。 

 それでは、採決に移らせていただきます。議案第25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】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 25号「市立幼稚園における

平成31年度４歳児募集の件」について、原案どおり可決いたしました。  
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事務局から何かありませんでしょうか。  

それでは、以上をもちまして、６月臨時教育委員会を終了いたします。  

 

 

 


