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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成27年教育委員会臨時会議を開

会いたします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立いたします。 

 なお、会議録の署名委員は、会議規則第20条

第２項の規定によりまして、長瀬委員、小林教

育長を指名いたします。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案第24号、保育所等入所不承諾処分に

かかる異議申立てに対する決定についてを議題

といたします。 

 担当に説明を求めます。 

こども育成室長（田中安史） 

 議案第24号、保育所等入所不承諾処分にかか

る異議申立てについてご説明いたします。 

 本議案は、平成27年２月20日付で決定した保

育所等入所不承諾とする処分に係る異議申し立

てに対する決定について、ご審議をいただくも

のでございます。 

 資料１をご覧ください。 

 こちらは本件の具体的な流れを示したもので

ございます。 

 まず、平成26年11月25日に特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業利用（調整・あっせ

ん）申込書の提出を受けました。 

 なお、利用の希望保育所は、第１希望、きら

り保育園、第２希望、池尻保育園となっており

ます。 

 平成27年２月の入所選考で、利用について調

整を行いました結果、第１、第２希望の保育園

ともに入所受け入れ可能な児童数を超えていた

ため、入所保留となったものでございます。こ

のため、２月20日に別紙１の保育所等入所不承

諾通知書を送付いたしました。 

 これに対して、３月10日に異議申立人から、

保育所入所不承諾とする処分の取り消しを求め

て、別紙２の申し立て書が提出されたものでご

ざいます。 

 その後、３月12日に異議申立人から第１希望

の保育所をきらり保育園からルンビニ保育園保

育園に変更する旨の連絡を受けました。 

 ３月23日に４月の保育所利用に係る最終入所

選考を行いました結果、第１希望のルンビニ保

育園の利用が可能であることが判明いたしまし

たので、３月27日に保育所等入所不承諾の処分

を取り消し、別紙３により通知いたしますとと

もに、同日付でルンビニ保育園の利用を承諾す

る旨の別紙４、保育所等利用承諾書を交付した

ものでございます。 

 これらによりまして異議申立人が取り消しを

求める処分は既に消滅しており、処分に対して

不服申し立てをする法律上の利益がないことか

ら、異議申し立ては不適法となるものでござい

ます。 

 異議申し立てが不適法であるときは処分庁は

決定で当該異議申し立てを却下するとの行政不

服審査法の規定を適用いたしまして、決定書の

案といたしまして、主文のとおり、本件異議申

し立てを却下すると作成したものでございます。 

 なお、この決定案に至るまでには、法制担当

と協議し、進めてまいりましたが、何点かの疑

義事項がございました。入所の選考を複数回実

施したため、最終選考の結果、入所不承諾とな

っていた児童の一部が入所可能となったことか

ら、最終選考の結果を待って不利益処分とする

べきであったか、また、異議申立人が取り消し

を求める不利益処分は消滅したから却下とした

ものだが、当初の希望園に対する入所不承諾は

変わっていないので、却下ではなく、内容を審

査しなければならないかといったようなものが

ございますが、これらにつきましては、本市の

顧問弁護士にも相談をいたしました結果、利用

の辞退や最初の申し出を受けて最終の入所選考
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を行い、最終、異議申立人が希望する保育所に

入所ができているということを踏まえますと、

今回の却下とする決定の案は妥当なものである

といたしたものでございます。 

 なお、参考でございますが、一般的な異議申

し立ての手続の流れは資料２のとおりとなりま

す。 

 また、決定書案の構成でございますが、まず

主文として、本件異議申し立てを却下するとい

たしまして、次に理由として、第１で異議申立

人の異議申し立ての趣旨と理由、第２で認定の

事実、決定の理由、結論を記載した教育委員会

の判断となっております。 

 以上、まことに簡単な説明ではございますが、

ご審議いただきますようお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいまの説明について、委員の皆様、ご意

見もしくはご質問等ございましたら、お願いし

ます。 

教育長（小林光明） 

 ちょっと確認をしておきたいんです。 

委員長（山崎 貢） 

 確認ですか。はい。 

教育長（小林光明） 

 さっきの説明の中で法制担当と協議をしたと

きに、２点ほどの疑義があったということで報

告してくれたでしょう。 

こども育成室長（田中安史） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 その後、顧問弁護士と相談したということで

すが、誰としたのですか。 

こども育成室長（田中安史） 

 大江先生です。 

教育長（小林光明） 

 大江先生とされたんですね。 

こども育成室長（田中安史） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 うちの庶務の担当と話をしたときには、山元

弁護士と話したんですか。 

こども育成室長（田中安史） 

 そうです。 

教育長（小林光明） 

 その分について、大江さんはこれでいいです

よと言ったわけね。 

こども育成室長（田中安史） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 前の件、山元さんが出した疑義について僕も

同感なんですが、それでええんかしらね。 

こども育成室長（田中安史） 

 最終、希望どおりの保育所に入れてるという

ことで。 

教育長（小林光明） 

 いや、入れてるというても、本来はそうでは

ないでしょう。２つの希望で、ルンビニ保育園

ではなく、背に腹はかえられないから、ルンビ

ニ保育園で出したんでしょう。突き放したみた

いなことにならないかなというのがちょっと心

配ですね。 

 とりあえず、うちが法廷闘争しなければなら

ないときには、山元さんよりも大江さんの意見

になるからね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 補足しますと、山元さんは、山元さん自身も

子どもを保育所に入れる立場なので、お母さん

側に立った感覚でお話し頂いたですけども、ま

ず保育所の希望のところなんですが、第１希望、

第２希望、第３希望まであるんですけども、こ

の希望の扱いはどうなるのか、というのがまず、

弁護士さんからすると、素朴な質問としてあり

ました。 

 基本的に、希望するところに入れたら、異議
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申し立てはできない、不利益処分じゃないので。

そういうことでは、希望するところに入るとい

うことであれば、例えば第１希望にあるのと第

２希望というのと全然違うけども、希望してる

ところでは一緒やということですね。 

 それと、児童福祉法からしますと、保育を受

ける権利というか、それは守られるということ

で言うと、絶対に使えないような保育所に入れ

ると決まったということではなく、通常使える

範囲、送迎できる範囲であれば、法で言われて

いる保育を受ける権利があるという、そういう

意味では希望しているところ、どんな順位であ

っても、そこに入れば、それで承諾ということ

になるのではということで、そんな話をさせて

いただいてて、そういう伏線があって、大江先

生にお聞きしたと。 

 大江先生からすると、やっぱり４月に保育を

受けると、そのことが守られたんやから、これ

は却下ということで、当然それで問題ないです

ねと、法的には。 

教育長（小林光明） 

 法的にはね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい、というような話です。 

教育長（小林光明） 

 大江さんと相談したときには、山元さんは同

席されたんですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい、同席していただきました。 

教育長（小林光明） 

 何か言われましたか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 いや、その辺は確認をしているような、意見

の違うものではなく、我々がつたない説明をし

ているのをちょっと法的に。 

教育長（小林光明） 

 補足してくれたということですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです、大江先生に分かるように。大江先

生はそれをその場で聞いて、これはこうですね

というような話をして、却下しかないですねと。 

 うちとすると、きらり保育園と池尻保育園を

希望してると、そのことについては結果的にだ

めやったという処分そのものが残らないのかな

という、その辺の心配がありましたんで。 

 それと、資料２で言いますと、行政庁不利益

処分があって、それに対する異議申し立てがあ

って、その異議申し立てを受けた時点では適法

な異議申し立てなんですね。まだその時点では

この不利益処分が残ってますので。その間に不

利益処分そのものを取り消して、新しく入れる

ということにしたんで、その辺の扱いが難しい

なという、その辺もちょっと気になってたんで。 

教育長（小林光明） 

 山元弁護士が言われるように、通知を出すタ

イミングの話で、早いこと欲しいと言いますよ

ね、保護者は。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。 

教育長（小林光明） 

 だから、早いこと欲しいと言うもんで、何か

しているのかもしれませんが、結果的に、これ

は保留じゃなくして、不承諾で出すでしょ。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 だから、今の段階ではだめですということで

保留にするというやり方をしていたところはな

いんですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 あります。 

教育長（小林光明） 

 あるなら、そのほうが親切ではないですか。

例えば、今回もあったように、承諾したけど、
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急遽転居するようになりましたと。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 辞退ですね。 

教育長（小林光明） 

 辞退しますというような例もあるわけでしょ

う。そんなことまで考えたら、不承諾をこの時

期に出すのはどうですかという山元さんの話は

僕も納得できるけどな。ここは改善する余地は

あるんじゃないですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。３月の20日に、最終でキャンセ

ルとか、そういうのが出てきて、入所選考する

限りは、その日をもって最後の決定ということ

で、それで４月に入られるかということで不承

諾を出したほうが、後になったら、よかったか

なと。 

教育長（小林光明） 

 不承諾で出すのか、保留にしておくのか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 いや、もともと保留なんですね。２月に送っ

てるのも保留ですと。それは我々からの事務的

な通知は保留なんです。 

教育長（小林光明） 

 それは。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 ２つ入れてます。 

教育長（小林光明） 

 紙で。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 紙にはそれを説明しているんですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。 

教育長（小林光明） 

 それは今回、資料はないんですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 資料にはつけて……、法的な分は不承諾、

我々の事務的なやつは、入所することができま

せんでした、保留ということさせていただきま

すと、決定については別紙のとおり、一応、今

の時点で不承諾やから、不承諾というのを送っ

てます。 

教育長（小林光明） 

 可能性としてはありますよということか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。 

教育長（小林光明） 

 含みを持たせてるわけね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。だから、それを受けて、この方も結果

としては、それやったら、入りたいから、ルン

ビニ保育園を第１に書いたら入れるかなという

ことで、その辺の相談があって、こういう手続

になったということですね。 

教育長（小林光明） 

 当初のところへ入れる可能性もあるわけです

よね、今回はだめでしたけど。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。 

教育長（小林光明） 

 いろんなことをここで、申立書に書いている

でしょ。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。 

教育長（小林光明） 

 ここらあたりはどうですか。できるとかでき

ないとかという点で。完全に堺でできてるのに、

狭山で受けられないのは権利の侵害だというよ

うな、その辺はどうかなと思いますけど、うち

でももうちょっと迅速にできる余地があるんや

ったら、そこらは考えていくところがあるかな

と思うんですけどね。これは後で、時間あった

ら、報告してください。 
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委員長（山崎 貢） 

 長瀬委員、どうぞ。 

教育委員（長瀬美子） 

 この文書の中で第３希望を書かなくてもいい

みたいなことを言われたから書いてないんだと

かというのがありましたけど、それは事実は確

認されているんですかね。もちろん、なければ、

第１だけでいいですとかというのは自分でおっ

しゃると思うんですけど、第３は必要ないから、

書かなくていいなんてことは絶対、担当者言わ

ないと思うんですけども、どうですか。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 確認しました。第１、第２希望しか書かれて

ませんけど、これでいいですかという確認はし

たということです。 

教育委員（長瀬美子） 

 私信じてますから、別にそういうことではな

いんですけど、もちろん第２希望、第３希望は

ありますという方もいらっしゃると思うんです。

第１希望しか、ここしか無理です、という場合

は、第１希望のまま出されるし、それでも第１

希望だけでよろしいですかとは聞かれて受け取

ってらっしゃると思うんで、この対応に誤りも

なかったと思いますし、ご確認いただいている

んだったら、それでいいかと思います。 

 念のために、本当は希望しないけど、第３希

望まで書くということもあると思います。そう

いうときは一旦意思を確認されて受け取ってお

られるのであれば、それで対応としては問題は

なかったと思いますし、ワンクッションがもし

なかったとすれば、向こうからすれば、そのま

ま受け取られたというふうになってしまいます

けど、一つ手続があったのであれば結構かと思

います。 

 実際には、点数に応じて当然入っていかざる

を得ないので、このときに、この方にもかなり

点数的には先に入所させる方があったというこ

とですよね。この方のを読む限りは保育は必要

だと思うんですけど、ちょっと優先するものが

あったということですかね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。僕も、うちの担当者が、今年の１歳児

の申し込みの人数を見ただけで、入れないんで

す、どこに当てはめるかどうかというのだけじ

ゃなくて、そういう話でした。それぞれ、きら

り保育園にも、池尻保育園、あるいは、つぼみ

保育園も１歳児、何人までやったらいけるんか

なということで確認をさせていただいて、最大

がこれですという人数を出してもらって、その

中で選考させていただきました。 

 この方は基本的に常勤と同じ扱いをさせてい

ただきました。昼間、学校に行っておられます

ので。 

教育委員（長瀬美子） 

 そうですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。やってるんですけども、やっぱり大学

院生ということで、時間があるのではというこ

とで、それは本人の思い込みなんですけど、軽

く見られているのではと。 

教育委員（長瀬美子） 

 就労と就学、てんびんにかけられたんじゃな

いか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。 

教育委員（長瀬美子） 

 そんなことされてないと思うんですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい、そう思い込まれたみたいで、それとは

別に仕事も行ってるんですよという書類を出し

ておられるんですけども、希望するところにた

またま育休明けであったりとか、同じように常

勤で働いている正職の方や、あるいは母子家庭

であるとか、そういった、その人よりも点数の
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高い人で埋まってしまったんです。 

教育委員（長瀬美子） 

 もともと１歳の希望そのものも多かったとい

うことなんですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。 

教育委員（長瀬美子） 

 しかも、条件の高い方も多かったということ。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。この方、決して低いことはないんです

けど。 

教育委員（長瀬美子） 

 そうですね。だと思います。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。ということで、そういう意味では、同

点の中で、同じ点数の中で入れる方がおられて、

この方がだめだったというより、点数が上の方

で全て埋まってしまったという状況です。 

教育委員（長瀬美子） 

 そこまでの手続の間で各園長さんには打診し

て最大を出してはもらって、もちろん相当無理

していただいてるんだと思いますし、一応、１

人受け取るということは園としても相当大変な

ことなので、その最大限を入れた状態でも入れ

なかったということですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そういうことです。 

委員長（山崎 貢） 

 ここだけじゃなくて、市全体としての状況が

厳しかったと。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 園によっては、ちょっと余裕のあるところも

あったんですけども。 

教育委員（長瀬美子） 

 ルンビニ保育園は可能だったんですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。それも最終的には、もう一回選

考しますので、その時点では何とも言いません

が、ただ可能性があるということでの説明をさ

せていただいて、それなら、ルンビニ保育園を

特に第１希望に書いたほうが入りやすいなら第

１希望に書くということだと思います。ご自宅

は東幼稚園の近くらしいということで、ルンビ

ニ保育園もそう遠くはないのですが。 

教育委員（長瀬美子） 

 そうですね。きらりが余りにも、恐らく利便

性で言えば良いのでしょうけど……。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。 

教育委員（長瀬美子） 

 あるいは、その次は池尻保育園ということだ

ったんですね、向こう側が。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。ルンビニ保育園はちょっと奥なので、

分かりにくかったのだと、狭山に引っ越して来

られたばかりですので。 

委員長（山崎 貢） 

 池尻保育園とルンビニ保育園なら、そんなに

変わらないですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そんなに変わらないです。 

教育委員（長瀬美子） 

 池尻保育園は良く分かりますけど。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 ルンビニ保育園は、北小学校の裏に隠れてま

すので、分かりにくいのがあるのかなと思いま

す。この人、実は堺市から引っ越してこられた

ので、うちのほうもいろいろ、自宅に伺ったり、

調査をしている部分があるんですけども、堺市

ということで、その辺、接点がとれなかったん

です。 

委員長（山崎 貢） 

 引っ越してきはったのはいつごろですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 
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 二十何日なんですよ。 

委員長（山崎 貢） 

 ３月のですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい。その辺、かなり悪い条件が重なってし

まって、向こうにしたら、きっちりと対応して

くれてないというふうに思われたところが。 

教育長（小林光明） 

 でも、窓口に来たんですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 窓口には来られました。 

教育長（小林光明） 

 そのときに、今、部長がしたような言い方、

説明をしたら納得すると思いますね。何か感情

を害するような応接をされたんではないかな。 

教育委員（長瀬美子） 

 された手続も間違っていなかったけども、届

いていなかった分があったかもしれませんね。

本当に杓子定規で切られたと思われたのと、最

大限努力して、それでも点数の高い人が、本当

に運不運で決めてはいけないんですけど、年に

よってはそういう年も当然あって、そういう年

だったということもあって、でも堺市では入っ

ておられたんですよね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。 

教育委員（長瀬美子） 

 そちらで受け入れてきたのに、こちらでとい

う思いもあって。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 堺市でもやっぱり近くの保育所はだめでした

けど、遠い保育所に紹介してもらって入れたと

いうのがあるんで、当然、狭山でもしてもらえ

るだろうというのがあったんだと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 いわゆる申込書、第１希望から第３希望まで、

せっぱ詰まってる親にしたら、第３希望までが

だめなら、どこでも結構ですから入れるとか、

そんな文章、言葉とか入れるところはないんで

すか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 それはないです。 

教育委員（長瀬美子） 

 第１希望、第２希望、第３希望を出す。 

委員長（山崎 貢） 

 口頭か何かではどうですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 いや、書いてもらっても結構ですというよう

な、そこのところに、例えば１番、２番を書い

て…。 

委員長（山崎 貢） 

 どこでもいいと言うたら、一番遠いところに

行かされるということはないですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 それはないんですけど、本人からすると、第

１希望しか書かなかったら、第１希望のところ

へ入れると思って、第２希望とか書かない人も

いてますし、いろいろなんですけどもね。 

教育委員（長瀬美子） 

 結果として、どこでもいいとすると、一番不

便なところになる可能性はありますね。空きが

一番あるかもしれないですね。それはそう回さ

れたととられることはあるかもしれない。そう

ではなくても、結果として、空きがたくさんあ

って…。 

委員長（山崎 貢） 

 第３希望まで書いて、そこに当てはまらなか

ったら、ほかに空いてるところは、どこですか

と言うて回れる可能性もあるわけですね、空い

てたら。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。一番書きやすいのは、第１希望、

第２希望があって、第３希望までなら第３希望

はどこでも良いと書いてもらったら一番いいか
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もしれません。 

委員長（山崎 貢） 

 実際、不承諾って書類をもらうでしょ。その

親御さん、こうやって異議申し立てする人はす

るでしょうし、しない人というのはどうしてい

るんですか。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 どうなんでしょうかね。 

教育委員（長瀬美子） 

 一時保育を利用するか、無認可のところを利

用するか、育児休暇を延ばすか何かされてます

ね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。その不承諾というのが、今、長

瀬委員がおっしゃられた育児休業を延ばすのに

要るんですよ。 

教育委員（長瀬美子） 

 不承諾をもらったら、それで、不承諾だった

ので、育児休暇をもらいます。 

委員長（山崎 貢） 

 ということで、職場のほうに持っていって…。 

教育委員（長瀬美子） 

 手続をされてます。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 うちのほうが、この３月の際々までそれを出

さなかったら、市としては異議申し立てはされ

なかったんですけど、この時点で出すと、ご本

人さんがそれをもとに職場で、保育所に入れな

いから育児休暇を延ばさせていただきますとい

うことで、手当も出るんですよね。それもある

から、早目に送ったんですよ。 

教育長（小林光明） 

 大きいところだけでしょ。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。 

教育委員（長瀬美子） 

 職場によりますよね。 

教育委員（長瀬美子） 

 それが可能な職場だったら、自分が１年とっ

てなくて、８カ月で切れるよと思っても１年に

したとか、そういう余地のある方は、その書類

があれば、延ばすこともできますけど。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 １年から１年半。 

教育委員（長瀬美子） 

 半までですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい、お金は出るんですけど、ただ、今から

半年経っても何も条件は良くならないので、年

度途中は割と、入れなくて結構なんですと言っ

て出す人がいます。 

教育委員（長瀬美子） 

 両方の状況があるから、出さないというわけ

にもいかないですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうです。不利益処分だから、出さないとい

うことになると、行政が逃げているような感じ

になるのもあって、ちょっとこの辺が難しいと

ころです。 

教育長（小林光明） 

 不利益を出しても、さっき言っていたように、

フォローする文書を入れたということですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 はい、入れてます。 

教育長（小林光明） 

 それでも出しているというのは何かあるんじ

ゃないかなと、ちょっと気になりますね。 

委員長（山崎 貢） 

 この異議申し立て書を読む限り、そのまま受

けとめたら、本当に役所の対応はどうなってい

るのかと私は思ってしまいますね。どんな親御

さんかわからないですけどもね。だから、今、

部長からいろいろ説明受けて、そうでもなかっ

たということで、ほっとしてるんですけどね。



－9－ 

けれど、どこかでそういう受けとめを相手がし

たということは、だから、こちら側としてはや

っぱり反省すべきとこは反省しないといけない

かなと思います。 

こども育成室長（田中安史） 

 初期対応がちょっと納得というか、理解いた

だけるところまでできてなかったという部分も

あるんですね。 

委員長（山崎 貢） 

 ともすると、我々としたら、きちっと対応し

たつもりでも、市民から見たら、分かりにくい

と。堺のことは分かっていたけれども、狭山に

引っ越してきて、何か冷たくあしらわれたよう

に受けとめたかもしれませんね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。それと、引っ越してくるから、

市民として扱ってないのかというようなイメー

ジがあったかもしれません。その辺は、実際の

ところ、本当に市外にいたので、連絡がとれず

に、いいかげんな対応になってしまったところ

があるかもしれません。 

教育委員（長瀬美子） 

 そうかもしれません。現市民よりも後回しに

されたと思ったかもしれませんね。それは、本

当はそんなことなくても、感情的にはあったか

もしれません。 

委員長（山崎 貢） 

 前回の教育委員会議で３件、異議申し立てが

出たということなんですけども、これも非常に

本市としては多いですね。今までそんなこと聞

いたことないんですけども。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 そうですね。なるべく、異議申し立てという

より、不利益処分の前に、ちょっと今こんな状

況ですというので皆さんにお伝えをして、申し

込んだ方に調査をして、状況の把握、書類の上

で確認できないことが何かありますかというよ

うなことも聞いていますので、状況は分かって

いただいてるから、異議申し立てしたから入れ

るとか、そういったものではないということは

分かっていただいているのですが、この方につ

いては、ちょっとこのとき、連絡不足のことも

ありましたので。 

 今回、３件のうち、最終的に３月23日に入る

ことが決定したときには、ご連絡をさせていた

だいて、取り下げをしていただけますかと、そ

うでないと、木で鼻をくくったような文書が行

くだけになるので、こちらもそれが行くこと自

体が申しわけないと思うということで、２件は、

入れたら良いので、取り下げますと。この方は、

出したからには返していただきたいなというこ

とで、取り下げはなかったので。 

委員長（山崎 貢） 

 現在もう既にルンビニ保育園のほうに子ども

は預けてるわけですね。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 状況は電話で確認したんですけど、月曜日か

ら利用ということで、まだ子どもさんが慣れな

くて、泣いているということで。 

委員長（山崎 貢） 

 まだ月、火、水、木、今日で４日ですか。 

こども育成室次長（松本幸代） 

 そうですね。今日は体調が悪いから、ちょっ

とお休みされてます。 

こども育成担当部長（谷富二男） 

 できたら、機嫌良く行ってくれていたら、ち

ょっとうれしいなと思いながら聞いてたんです

けど。 

委員長（山崎 貢） 

 こういう異議申し立てを一つの教訓材料とし

て、また対応をよろしくお願いしたいなと思い

ます。 

 ほかございませんか。 

 ないようですので、日程第１、議案第24号、
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保育所等入所不承諾処分にかかる異議申立てに

対する決定については、承認されました。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会臨時会

議を閉会いたします。 

                  以上 
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