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教育部長（竹谷好弘） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、定刻になりましたので、平成28年

第４回教育委員会定例会議ということで始めさ

せていただきます。 

 私、この４月から教育部長をしております竹

谷と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 今年度初めての会議ということで、事務局メ

ンバー紹介ということでさせていただきたいと

思います。 

 並んでいる順番にさせていただきたいと思い

ますので、端から、塔本歴史文化グループ課長

からどうぞ。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 歴史文化グループの塔本でございます。今年

度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 学校教育グループの吉川でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑正

弘） 

 この４月に、教育部次長兼教育総務グループ

課長を拝命しました山﨑と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓 仁孝） 

 おはようございます。 

 同じく、この４月１日から社会教育・スポー

ツ振興グループの課長を拝命いたしました楓で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 おはようございます。 

 この４月からこども育成室がこども政策部に

なりまして、グループも２つに分かれました。

教育・保育グループのほうの課長をさせていた

だきます松本です。またよろしくお願いいたし

ます。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 この４月より、子育て支援グループの課長を

拝命いたしました東野です。教育委員会には15

年ぶりに戻ってきております。よろしくお願い

いたします。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 失礼します。 

 社会教育・スポーツ振興グループから、この

４月に学校給食グループの異動になりました寺

本でございます。またよろしくお願いします。 

社会教育・スポーツ振興グループ参事（中森祐

次） 

 おはようございます。 

 この４月に北小学校から社会教育・スポーツ

振興グループの参事で参りました中森です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 おはようございます。 

 ４月に学校教育グループ参事を拝命いたしま

した尾島でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

社会教育・スポーツ振興グループ兼歴史文化グ

ループ参事（橋上猛雄） 

社会教育・スポーツ振興グループ参事兼歴史文

化グループ参事の橋上です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

教育部長（竹谷好弘） 

 事務局一同、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、教育長。 

教育長（長谷雄二） 

 今、自己紹介していただきましたが、楓社会

教育・スポーツ振興グループ課長、教育部次長

も兼ねております。 

 それから、松本課長もこども政策部次長を拝

命しておりますので、つけ加えてお話しさせて
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もらいます。 

 それでは、平成28年第４回教育委員会定例会

議を開催いたします。 

 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、瀬川委員、阪本委員

を指名いたします。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

ります。なお、主な報告につきましてご報告申

し上げます。 

 ３月29日火曜日、部落解放同盟大阪府連合会

松原支部との懇談会に出席いたしました。 

 ３月30日水曜日、平成27年度（第14期）熟年

大学修了式に参加いたしました。 

 ４月１日金曜日、各異動等に伴う市長部局及

び学校教職員の辞令交付式が引き続き行われま

した。 

 ４月４日月曜日、管理職総会に出席いたしま

した。教育委員の皆様もご参加いただき、あり

がとうございました。 

 ４月５日、市町村教育長協議会に参加いたし

ました。 

 ４月６日、７日、小学校、中学校、幼稚園、

こども園の入学式、入園式に各教育委員さんと

出席いたしました。 

 ４月14日、平成28年度（第15期）熟年大学の

開校式に参加いたしました。 

 ４月15日金曜日、大阪府都市教育長協議会４

月定例会に出席いたしました。 

 主な活動報告は以上でございます。 

 今、私の報告につきまして、ご意見、ご質問

等ございますでしょうか。 

 それでは、早速ですが、議事に移りたいと思

います。 

 本日の議案でございますが、日程第１、報告

第14号、新幼保連携推進計画についてを議題と

いたします。 

 担当に報告を求めます。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 １月の定例会議でお配りをさせていただきま

した。その後、４月１日現在の子どもの数に置

きかえました。 

 本日、この後に控えております総合教育会議

でも議題ということになっておりますので、簡

単に説明をさせていただきたいと思います。 

 この計画そのものが昨年４月に施行しました

子ども子育て支援新制度、あるいはそれに伴っ

て策定しました本市の子ども子育て支援事業計

画に基づきまして、今後の本市の教育・保育及

び子育て支援の施策を具体的に充実させていく

ために策定する計画でございます。来年度入園

の予定ですが、秋には幼稚園の入園手続をされ

ますので、それまでにはこの計画をつくり上げ

ておきたいというふうに思っております。 

 この計画なんですが、前半部分が現状、後半

部分がその現状と、課題に対しての推進、施策

の推進方向ということで取りまとめをしており

ます。 

 ２ページをごらんください。 

 上の表が、就学前児童の推移ということで、

５年おきにデータをとっておりますが、平成10

年は、１学年に500人をはるかに超え合計で

3,381人でした。これが学年400人台に下がって

きました。平成25年には合計で初めて3,000人

を切り、平均では500人を切るということにな

りました。４月時点では、合計が2,906人で、

若干下がっています。この中でも、５歳児だけ

は500人を超えているんですが、他の年齢では、

全て400人台ということになっております。 

 一番下のところに、平成30年というのがあり

ますが、これはその下のところに書いています

ように、子ども子育て支援事業計画を策定した

ときの人口の推計値ということになっておりま
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す。今年が2,900人で、２年間で2,500人、ここ

までは下がらないというふうには思っておりま

す。 

 ２ページの下の表でございますが、これが現

在の市内の教育・保育施設の設置状況というこ

とで、大野台とつぼみが今年度からこども園に

変わりました。狭山中学校区には、保育所とし

て、花梨つばさ保育園が新たにできたというこ

とです。 

 ３ページの上の表ですが、これがこの４月時

点での公立の幼稚園、あるいはこども園、民間

の幼稚園に行っておられる、あるいは保育所等

に行っておられる子どもさんの数を整理したも

のです。今までは、４歳、５歳でいいますと、

市立幼稚園に行っているお子さんが一番多かっ

たんですが、今は一番下の保育所・こども園の

保育ですね。要は、保育を利用されている子ど

もさんが一番多くて、その次に公立の幼稚園、

それと民間の幼稚園ということになっています

が、ほとんど公立と民間の幼稚園では差がない

というような状況になっております。 

 それと、若干ですが、民間の幼稚園でいいま

すと、３歳児、４歳児、５歳児というより、年

齢が下がるごとに人数がふえているということ

になっております。 

 ３ページの下の表が、これも５年ごとに拾っ

ております公立の幼稚園、こども園も含めた子

どもの数ですが、平成28年、ことしは127人と

173人、合計300人ということで、今まではパー

セントでいいますと50％近くの子どもが公立の

幼稚園に来てくれていたんですが、平成25年に

初めて40％を切って、今回30％を切るというよ

うな危機的な状況になっております。 

 ５ページをお願いします。 

 ５ページの上の表ですが、これは保育の関係

です。保育を必要とする児童が、平成12年400

人台からことし980人に、ほぼ1,000人まで来ま

した。平成30年になりますと1,085人を推定し

ているということです。保育のニーズ、パーセ

ントに示したやつも33％。これは、将来的には

40％に行くであろうというふうに思っておりま

す。 

 待機児童は、今年度26人ということですが、

これは、定員割れをしているところもあって、

要はここの保育所、あるいはここのこども園に

入りたいということで申し込みをされた方が

982人で、実際に入ったのが956人ということで

すので、単純に引き算して26人ということにな

っております。 

 この中には、制度が変わりまして、現在求職

活動をしているという人も申し込みができるよ

うになっていますので、この辺が数字としてで

ており、花梨つばさ保育園ができた割にはふえ

ているという要因になっております。 

 ６ページの棒グラフですが、これは、今後の

市立幼稚園のあり方について市民アンケートを

行った結果です。棒グラフが２つついています。

平成25年の分と平成27年分。25年というのは、

子ども子育て支援事業をつくるときに、市民の

方に郵送でアンケート調査をした結果です。27

年というのは、私どもで幼稚園、保育所に出向

いて新制度の説明会をして、そのときに保護者

の方にアンケートをとらせていただいた結果で

す。子どもが減っている現状の中で一部をこど

も園にしたらどうか、あるいは５園とも幼稚園

として運営したらどうか、再編統合してもっと

減らしてきて、１園あたりの子どもの数をふや

したらどうかというような形で質問をしたもの

です。25年の調査では、一部をこども園化とい

うのが、この中では少ないです。説明会で、こ

ども園とはどういうものかというのを説明して

いますので、それならこども園にしてもらった

らという人がふえたのかなというふうに思って

います。 
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 ７ページの上のグラフですが、これも公立の

幼稚園にどういう事業をふやしていったらいい

ですかという問いに、給食と３年保育と預かり

保育というのが３つの柱になっています。これ

は、あまり大きく変わってませんが、３年保育

よりも給食のほうが27年の調査ではふえたとい

うようなことです。 

 ７ページの下の表ですが、子育て支援の拠点

施設の配置の状況なんですが、やはり一番上の

狭山中学校区が、子どもさんの数が多くて695

人。南中校区で、今、ぽっぽえんがありますが、

ここは365人。０歳児から２歳児の子どもの数

です。第三中学校区では、旧のくみの木幼稚園

にありますファンズガーデン、ここが対象者が

340人ということです。どうしても狭山中学校

区のほうが拠点として求められているんですが、

ちょっと手薄い状態になっているということで

す。 

 ８ページをお開きください。 

 課題を整理しますと、子どもがすごく減って

いる、公立の幼稚園が減っているということで、

将来を見据えた教育・保育施設の整備をしてい

かなければならないということ、それと保育の

ニーズに応じた保育の提供体制ということでま

だまだふえるので、これをどのように受け入れ

ていくか、それとやはり質の高い教育・保育の

提供、子育て支援拠点施設の適切な配置という

のが課題ということで浮き上がってきました。 

 ９ページからは、施策の推進方法ですが、ま

ず市立の幼稚園をどのように再編していくかと

いうことです。基本の方針としては、５カ所あ

る市立の幼稚園施設、またはその建物は無理で

も、敷地だけでも有効に活用していってはどう

かと。望ましい集団を維持するために、教育だ

けでは無理であれば、保育も必要とする子ども

も一緒になって過ごせるこども園に移行しては

どうか。存続する幼稚園については、子どもさ

んに来てもらえるように、魅力ある幼稚園づく

りを進めていかなければならないというような

ことで、基本方針を定めました。 

 具体に10ページ、11ページに、今後一つひと

つの幼稚園をどうしていくかということでまと

めております。 

 まず、選択の基準ですが、平成28年度、こと

し４月の新入園児が何人いるかということで。

20人を基準としました。それと、これから先、

将来的には何年後かというのは難しいんですが、

今時点で地域の０歳児から３歳児がどれぐらい

いるのかと。それが67人以上なのか、67人未満

なのか。この67人というのは、あくまで20人に

来てもらおうということであれば、今の就園率

が29.8％、約30％ですので、それで割り戻して

いくと67人。67人いれば、幼稚園に20人来ても

らえるのではないかということで、ほぼこれが

限界の数字かなというふうに思っております。 

 それを、幼稚園ごとに見ていきますと、東幼

稚園につきましては、新入園児は32人で、０歳

児から３歳児の平均が139人ということで、こ

こは存続していけるのではないかと。西幼稚園

については、新入園児が16人、０歳児から３歳

児の平均も53人ということで、これはこのまま

運営していくのは難しいので、認定こども園に

移行をしたい。ページが変わりまして、南第２

幼稚園。ここも新入園児が12人、０歳児から３

歳児の平均も54人ということで、ここも運営し

ていくのが難しい。半田幼稚園は人数的には20

人未満のところ19人というぎりぎり、０歳児か

ら３歳児の平均も60人ということで、若干下回

っておりますが、ご存じのように、半田幼稚園

は、新しくできた保育所とつぼみこども園の間

にありますので、ここを認定こども園に移行し

ましても、保育のほうが供給過多になるのでは

ないかということもあります。敷地のほうも、

ご存じのように、ちょうどカーブのところから
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入り口がありまして、そこにその進入路的なも

のがありますので、ここを認定こども園にして、

例えば車で送迎ということになるとかなり難し

い面もあります。ここはそのまま幼稚園として

存続していったほうがいいのではないかと考え

ております。最後に東野幼稚園ですが、新入園

児は２６人なので、これは幼稚園としてこのま

まにしておいてはどうかというふうに考えてい

ます。 

 それと、11ページの一番下の幼稚園区ですが、

今までは全部中学校区にある幼稚園は、その中

学校区の方はどうぞ来てくださいということに

なっていたんですが、今回、公立幼稚園が減っ

ていくということで、通園区域はもう廃止し、

どこからでも来ていただいて結構ですというふ

うにはしたいと思っています。 

 12ページに移りまして、認定こども園の設置

ということで、２カ所の公立幼稚園を認定こど

も園に移行します。認定こども園には、４つの

パターンがあります。表にありますように、左

側から幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定

こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型

認定こども園。 

 幼保連携型認定こども園というのは、学校と

いう位置づけもありますし、児童福祉施設、保

育所という位置づけもあるものです。 

 幼稚園型認定こども園というのは、基本的に

幼稚園です。幼稚園に無認可の保育所の機能を

つけたものというふうにイメージしていただい

たらいいかと思います。 

 保育所型認定こども園、これは基本的に保育

所です。保育所に無認可の幼稚園の機能をつけ

たもの。 

 地方裁量型は、どちらも認可というのをつけ

なくて、施設というのはつけなくて、無認可の

保育所の機能と無認可の幼稚園の機能がついて

いるということです。もともと幼稚園のところ

を認定こども園に移行しますので、幼保連携型

か幼稚園型というのが基本的な考えになろうか

というふうに思いますが、先ほど申しましたよ

うに、幼稚園型というのは、幼稚園プラス保育

所の機能ということになりますので、その保育

所の機能が十分果たせないということも可能性

としてあります。新しく設置する分については、

幼保連携型認定こども園に設置をしたいと。そ

の中で、設置者はそこに書いています国、自治

体、学校法人、社会福祉法人ということになっ

ておりますが、残念ながら、市では職員の数も

おりませんし、建てかえる財政力など、いろい

ろありますので、学校法人または社会福祉法人

に委ねて運営をしたいというふうに考えており

ます。 

 13ページに移りまして、今後存続する３つの

幼稚園の充実ということですが、どうしてもア

ンケートで希望、要望が多かった分に沿って考

えていくということで、まず３年保育。今年度

は、試行事業を実施しますが、来年度から本格

的に実施をしたいというふうに考えております。 

 預かり保育ですが、今、午後５時までやって

おりますが、４月当初の短縮期間、あるいは夏

季保育。夏季休業中ですね。そのときは、夏季

保育以外の日には実施していません。これを年

間を通じて午後５時まで行うことで、パート等、

一定の範囲であれば仕事をされているお母さん

方も利用できるのではないかと考えております。 

 それと、14ページ、③の給食についてですが、

ぜひ実施したいなと考えておりますが、現段階

では課題があります。建物の関係、設備の関係、

その辺をクリアしてから実施していきたいとい

うことで、この計画の中ではいつまでにやりま

すということまでは書けなかったという状況で

す。 

 それと、④は幼稚園の魅力づくり、質の高い

教育の提供、小学校との連携、家庭や地域との
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連携という、これはソフト的なものになってい

ます。 

 15ページの（４）子育て支援事業の充実とい

うことで、内容的には、子育て支援センターを

狭山中学校の南側の市有地に建てるということ

です。中学校に隣接していますので、中学生を

初めとする世代間の交流ができるような場にし

たいというふうに考えております。 

 16ページには、スケジュールを、認定こども

園につきましては、今年度入園した子どもさん

が卒園するまで幼稚園として存続、２年間です

ね。28、29年度は存続して、30年度に施設整備

を行い、31年度に開園。保護者の方にも十分話

をしていかなければなりません。例えば隣の小

学校に入ると29年度に１学年だけになります。

そういう方法も、もしかしたらあるかもわかり

ません。その辺は今後詰めていくことになりま

すと、１年前倒しで工事ができるという可能性

もあります。過去に市立幼稚園の充実というこ

とで、29年度から３年保育ということで、３歳

児からの受け入れをしたいと。それと、預かり

保育も年間を通じて実施したいというふうに考

えております。 

 （３）子育て支援の拠点施設の整備ですが、

28年度の今年度は設計を行って、29年度の来年

度に工事をして、30年度に開園というような予

定で考えております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの谷部長の報告について、委員の皆

様、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 非常にわかりやすい説明で、これからのスケ

ジュール等がよくわかりました。よくできてい

るんですけれども、特にことしの幼稚園への入

園がすごく少ないんですね。何が原因でしょう

か。いろいろあると思うんですね。制度の問題

とか、それから３年保育で私立に行かれるとこ

ろもあるでしょうし、保護者の就労が非常にふ

えたいうこともあるやろうし。極端にことしは

少ないように思うんですね。東野を除いたら、

ほかは軒並み少なくなっていて、これを見たら

本当にこれから危機的な状況が続くなと。だか

ら、再編整備していかなければならないのです

が、特にこの少なくなった原因は、事務局とし

ては、どのように受けとめていますか。 

こども政策部長（谷富二男） 

 そうですね。５歳児がことし534人いて、４

歳児が474人ということですので60人減ってい

るんですね。それと、就園奨励費は、大阪狭山

市ずっと抑えてきていたんですが、国基準並み

に出しますということになりました。それと、

保育ニーズが、ふえているので、子どもがまず

そちらに行き、幼稚園は減ってきたというよう

なことです。特に３年保育は、子どもが減って

きて、地域の中で同年代の子どもが少ないとい

うことです。例えば民間の３年保育に行く、あ

るいは４年保育に行くということになってくる

と、なかなか家で４歳まで見ることが難しいと

いうことで、市立幼稚園はだんだん減ってくる

というような傾向になるのかなというふうに思

っています。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 就園奨励費、逆に大きいですね。 

こども政策部長（谷富二男） 

 大きいです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 あまり変わらなくなっているんですか。 

こども政策部長（谷富二男） 

 いや、大分違いますけれども、安くなってい

ます。今の段階で、民間の幼稚園はまだ子ども
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子育て新制度に移行していない幼稚園がありま

す。ですから、幼稚園の保育料は、その園が決

めた保育料をとっているんですが、今後、その

新制度に移行する、認定こども園になって移行

する、あるいは幼稚園のままで移行するという

場合であっても、今度は市が決めた保育料にな

るんですね。ですから、それは公立と同額にな

ります。そうなってくると費用の面ではもっと

近づいてくるということになります。 

 今、7,000円の上限設定をしている公立の幼

稚園の経過措置が今年度で終わります。来年度

は、例えば7,000円だった人が１万4,000円とか

の保育料になりますので、お金の面でも公立は

かなり厳しくなります。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 わかりました。 

教育長（長谷雄二） 

 はい。ほか、ございませんか。 

 はい、瀬川委員。 

教育委員（瀬川武美） 

 この人口動態とか将来社会情勢とかを考える

と、かなり予測が非常に立てにくいところだと

思うんですけれども、よく考えていただけてい

ると思っておりますが、１つだけ気になること

があります。確認を含めて質問させていただき

ます。 

 通園区域を廃止するということですね。そう

すると、半田幼稚園が、一応基準とされている

園児の数よりも若干少ないにもかかわらず、幼

稚園として存続する。しかも、花梨つばさ保育

園や、つぼみこども園が近くにある。そうする

と、先ほどのご説明の中でも、幼稚園のみを希

望するというところは少なくなってきていて、

保育のほうも合わせて希望するのが多くなって

いる。いわゆる認定こども園型のニーズになっ

ている。そういう状況の中で、この半田幼稚園

がすごく気になりまして。ご説明はわかるんで

すけれども。もし通園区域を廃止するという原

則とするならば、ここのあたりがどんどん過疎

化していかないかという、不安を持つんですが、

その辺についてはどうお考えでしょうか。 

こども政策部長（谷富二男） 

 実は、半田幼稚園の近く、周りを見ますと、

割と家が今建ってきているんですね。半田幼稚

園を取り巻くように、畑があったり、田んぼが

あったところに一戸建ての住宅がかなり横まで

建ってきています。茱萸木も開発がかかってい

ますので、住宅ができるということで、ある程

度の人口増は見込めるのかなと思っています。 

 通園区域は、外すということなんですが、実

際に遠くから来られる方はそんなにいないと思

っています。公立の幼稚園の保護者に話を聞き

ますと、やはり同じ小学校へ行くために、子ど

も、友達をいっぱいつくって小学校にスムーズ

に入学したいという保護者の方の思いがありま

すので、そういうことで各園を残していこうと。

それが、例えば認定こども園であっても、幼稚

園であっても、そこの地域に残していきたいと

いうのが今回の計画なんですね。だから、半田

幼稚園もある程度魅力ある、３年保育も行うの

で、ある程度来ていただけるのかなと思ってい

ます。 

教育委員（瀬川武美） 

 そうあることを希望しますね。 

こども政策部長（谷富二男） 

 撤退や将来の予測は難しいんですが、そうあ

りたいというふうには思っています。 

教育委員（瀬川武美） 

 はい、ありがとうございました。 

教育長（長谷雄二） 

 はい。ほか、ございませんでしょうか。 

 どうぞ、山崎委員。 

教育委員（山崎 貢） 

 幼稚園ではないんですけれども、他市でもう
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何かマスコミに取り上げられてますね。阪南市

かな。７つある保育所を１つにまとめて、大型

施設の跡地を活用するとか、八尾市は空港のそ

ばに保育園を建てるとか、千葉の市川市ですか

ね、あそこは計画していたのがもう取りやめに

なったなどありますので、計画を進めていくと

きに、今回の推進計画は、うまく地域とか保護

者にわかるような形で進めていただいていると

思います。今後についても、ぜひそのあたりを

十分理解していただくような形で。なかなかい

い計画になっていますので、スムーズに行ける

ようによろしくお願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 はい。今、山崎委員のご意見も十分踏まえて、

いわゆる保護者、市民の理解を前提にというこ

とで、また推進計画を暫時進めてまいりたいと

思っております。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 そうしましたら、ほかにご意見、ご質問等が

ないようですので、本案を原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第１、報告第14号、新幼保連携推進計画

については承認されました。 

 本日の議案は、これ１件、以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

 

 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


