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教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成28年度第６回教育委員会定例

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、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、申し上げます。 

 ５月26日木曜日、大阪府都市教育委員会連絡

協議会に山崎教育長職務代理、長瀬委員と私、

参加いたしました。 

 ５月28日土曜日、平成27・28年度大阪狭山市

ＰＴＡ連絡協議会の総会に参加いたしました。 

 続きまして、６月１日、第66回大阪狭山市社

会を明るくする運動推進委員会に参加いたしま

した。 

 ６月９日、市内小学校６年生が一斉に集う連

合運動会に参加いたしました。 

 ６月11日、市こ連ソフトボール大会開会式で

挨拶を行いました。 

 ６月17日、南河内ブロック青少年指導員連絡

協議会総会に出席し、挨拶をいたしました。 

 主なものについては以上でございます。 

 今の報告につきまして、委員の皆様、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 ありがとうございます。 

 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、議案

第12号、大阪狭山市放課後児童会条例施行規則

の一部を改正する規則についてを議題といたし

ます。 

 担当に説明を求めます。 

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） 

 それでは、議案第12号、大阪狭山市放課後児

童会条例施行規則の一部を改正する規則につい

て、ご説明申し上げます。 

 あらかじめ配布いたしております議案書の１

ページをごらんください。 

 まず、改正の理由でございますが、行政不服

審査法の一部改正に伴うものでございます。 

 昭和37年に制定されました行政不服審査法が

抜本的に改正されまして、平成28年４月に施行

されております。この改正に伴いまして、大阪

狭山市行政不服審査法施行条例及び行政不服審

査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

につきましては、平成28年３月定例月議会にお

きまして、既に可決・成立したところでござい

ます。 

 しかし、本条例施行規則につきましては、ま

ことに申し訳ございませんが、改正の時期を失

しており、改正された行政不服審査法の円滑な

実施に関して必要な事項を定めるため、規程の

整備が必要なものにつきまして、所要の改正を

するものでございます。 

 本来ですと、平成28年３月25日に行われまし

た教育委員会議におきまして改正の手続を行う

べきところでございました。行政不服審査法の

施行から３か月余り経過しており、改正の手続

が遅くなりまして申し訳ございませんが、本日

の教育委員会議におきましてご審議いただき、

改正のご承認をいただきたいと存じます。 

 それでは、資料によりご説明申し上げます。 

 ４ページの新旧対照表をごらんください。 

 新旧対照表の左側が改正後の新しいものとな

っております。右側が改正前でございます。 

 まず、様式第３号、放課後児童会入会却下通

知書についてでございますが、一部改正の部分

は、真ん中から下の（教示）と書いてある部分
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からのところでございます。アンダーラインを

引かせていただいている部分が変更の部分にな

っております。 

 まず、教示１の部分では、「60日以内に異議

申し立てをすることができます」という部分を、

「３か月以内に審査請求することができます」

という形に変更させていただいております。 

 それから、旧の１の部分の後半では、新しい

部分の③に一部修正を加えて入れておりますの

で、後ほどご説明させていただきます。 

 次に、教示２の部分では、「取消しの訴え」

の部分を「上記１の審査請求のほか、」に改正

させていただいております。 

 あとは、２番の一番下の部分です。アンダー

ラインを引いております。「提起しなければな

りません。ただし、この処分があったことを知

った日から」というところを、改正後は「処分

の取消しの訴えを提起することができます。な

お、上記１の審査請求をした場合には、処分取

消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月

月以内に提起することができます」という形に

改正させていただいております。 

 それから、教示の３の部分でございますが、

旧の１のアンダーラインを引いておりました

「ただし」から以降の部分でございます。旧の

部分では「ただし、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して１年を経過したとき

は、異議申し立てをすることができなくなりま

す」という部分につきまして、新しい改正後で

は、「ただし、上記の期間が経過する前に、こ

の処分があった日の翌日から起算して１年を経

過した場合は、審査請求をすることや処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間や

この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過した後であっても審査請求をすることや処

分の取消しの訴えを提起することが認められる

場合があります」という形で訂正させていただ

きたいと存じております。 

 次に、資料の５ページ、様式第４号、「放課

後児童会入会取消し通知書」についてでござい

ます。 

 この部分につきましては、一部改正しており

ます部分は、先ほどの様式第３号の「放課後児

童会入会却下通知書」の部分と全く同様で、教

示の部分が、先ほど同様の文章で改正を案とし

て上げさせていただいております。 

 また、その次の資料の６ページにございます

様式第７号、「放課後児童会負担金減免却下通

知書」及び資料７ページにございます様式第11

号、「放課後児童会開設時間前後利用却下通知

書」につきましても、一部改正しております部

分は、先ほどの様式第３号、「放課後児童会入

会却下通知書」の部分と全くの同様でございま

す。 

 そして、最後に、資料８ページの附則の部分

でございます。附則の部分といたしまして、

「行政不服審査法の施行の日に合わせ、平成28

年４月１日から適用するもの」といたしており

ます。 

 以上、簡単な説明でございますが、よろしく

ご審議いただき、ご承認いただきますようお願

いいたします。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ただいまの担当の説明について、ご質問、ご

意見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） 

 改正されたもののほうが、保護者なり市民に

とってはより緩やかな表現で、なかなかいいな

と思うんですけれども、放課後児童会に申請し

て、このようなことでだめですよという場合は、
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例えば親が働いていないとか、そういうケース

なんでしょうか。あるいは、例えば働きたいん

だけれども、まだ決まっていないと、働く場所

が決まっていないとか、いろんなケースがある

と思うんですが、ちょっとその辺、具体的に教

えていただきたいです。 

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） 

 この手続につきましては、正式申請していた

だいて、入会申請の届けを出された方について、

審査の上で却下、取り消しという形をお出しす

るものでございます。就労されていなくて、お

仕事を探されていなくてご家庭にいらっしゃる

方につきましては、申請する前の段階でご説明

申し上げておりますので、正式な申請というの

はいただいておりませんので、そういう事例は

ございません。 

教育長（長谷雄二） 

 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、ご質問等は

ないようでございますので、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。 

 それでは、日程第１、議案第12号、大阪狭山

市放課後児童会条例施行規則の一部を改正する

規則については承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第13号、「新幼

保連携推進計画」の策定についてを議題といた

します。 

 担当に説明を求めます。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 「新幼保連携推進計画」の策定について、ご

説明させていただきます。 

 新幼保連携推進計画（素案）に関するパブリ

ックコメントを行いました。意見の募集期間は

６月１日から６月22日までで、提出された意見

数は、14人の方から29件ありました。 

 意見は要約し、計画素案に関係のない意見や

無記名の意見、募集期間を過ぎた意見について

は取り上げておりません。 

 提出された意見と意見に対する市の考え方を

取りまとめましたのが、別添のとおりとなって

おります。 

 既にごらんになっていただいていると思いま

すが、主な項目だけ説明させていただきます。 

 まず、提出された意見の１番目、２番目、１

項目め、２項目めに当たる部分です。「幼稚園

で３年保育に踏み込まれた点を高く評価しま

す」「市民への早目の入園案内、ＰＲが必要だ

と思います」「幼稚園の魅力づくりが計画で上

げられていますが、現場の職員、保護者、有識

者などの意見を参考に、よいものにしてくださ

い」という意見がありました。 

 これに対しては、市の広報誌やホームページ

による情報提供に加えて、本計画の説明会や幼

稚園の公開保育を通じて、３年保育導入の周知

に努めます。 

 また、既に３年保育に取り組んでいる他市幼

稚園の視察や、３歳児の保育に関する職員研修

を通して、円滑な事業の導入と保育の質の向上

につなげていきます。 

 これに関しては、６月13日と20日の日に、泉

大津市の公立の幼稚園、20年前から３歳児保育

を実施されている園なんですが、そちらのほう

に視察に幼稚園の職員が行かせていただきまし

た。それと、職員研修につきましては、大阪大

谷大学へ業務委託をさせていただいて、職員研

修を８月以降、行う予定をしております。 

 提出された意見の３項目めです。保護者が就

労していても入園できる環境づくりとして、預

かり保育の実施時間を17時30分ないし18時とし

てほしいという意見に対しましては、開設日数
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を増やすことで、保護者がパート勤務等で就労

されている家庭のお子さんにも入園していただ

けるように体制を整えます。実施時間は、保育

短時間認定における一般的な利用時間である午

後５時までを予定していますとお答えします。 

 ４項目め、給食は課題が整理できた時点とい

うことではなく、実施までに要する期間を計画

に記述してほしいという意見がありました。こ

れに対しましては、給食の実施は魅力ある幼稚

園づくりの大きな要素であると認識しています

が、施設・設備面での課題のほか、保護者の実

費負担による経済的な負担を抑える必要がある

ことなど課題が多く、整理に至っておりません。

今後、幼稚園の保護者にご意見を伺いながら、

給食導入に向けて取り組んでいきますというふ

うにお答えさせていただきます。 

 ７項目めの「西幼稚園と南第二幼稚園は校区

が広く、まだ開発中の住宅地もあり、若い世代

も入る余地はあると感じています。廃園にする

との考えは早過ぎるのではないか」との意見に

対しましては、大規模な住宅開発があった場合

には、教育を希望するお子さんが増えるのと同

時に、保育を必要とするお子さんも増えますの

で、より一層認定こども園に移行して、教育と

保育の両方の定員を確保していく必要がありま

す。 

 ２ページ目ですが、２項目め、３項目め、４

項目めにつきまして、「財政的に困難で、慌て

て公立幼稚園をなくしたいととれます。園児が

少ないので廃止するというのは、公立幼稚園を

なくしたいとしか考えられません。もう一度、

計画を考え直してほしい」という意見に対しま

しては、この計画は、財政面の課題から進める

ものではなく、時代の要請に応じて、より質の

高い就学前教育・保育や子育て環境を整備し、

本市の子どもたちが健やかに育っていけるよう

に策定するものです。こども園に移行するため、

幼稚園２園は廃園となりますが、存続する３園

では新たな取り組みを始めますので、幼稚園全

体で費用削減とはなりません。また、新設のこ

ども園２園に対する経費、新しい子育て支援の

拠点施設の経費は、全く新たな経費支出を想定

して、本計画を検討しましたとお答えします。 

 ６項目めの「西幼稚園と南第二幼稚園を民間

経営のこども園として提案されていますが、ぜ

ひ公立のこども園として運営していただきた

い」という意見に対しましては、公立のこども

園につきましては、多くの職員が必要なため、

現在の幼稚園職員の体制では対応できない状況

の上、施設の建てかえも必要なことから、民間

の力をおかりすることとし、市としてその設置、

運営を支援していきます。 

 ７項目めから一番下の11項目めに関しまして

は、「多感な年齢の子どもの日々の過ごし方を

大切に考えてくださる公立幼稚園は、とても貴

重な存在でした。公立幼稚園の縮小が必要不可

欠なのは理解します。また、今までは新入園児

が10人以下になったら再編・統合を検討すると

いうことが、20人以上が望ましいと変えている。

すばらしい幼稚園を簡単に閉園させないでくだ

さい」という意見に対しましては、子どもたち

が充実した園生活を送るために、一定規模の子

どもの集団が必要です。望ましい子どもの集団

を維持するため、保育を必要とする子どもたち

も入園できる認定こども園に移行することとし

ました。 

 また、20人以上の集団が望ましいとする本計

画の考え方は、幼稚園存続、または認定こども

園移行を判断する基準の一つで、新入園児が10

人以下になったときに募集を停止し、その後に

当該幼稚園の再編、統合を検討するという従前

の考えに反するものではありませんというふう

にお答えします。 

 新入園児が10人以下になったときに募集を停
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止するというのは、毎年、入園募集時に案内さ

せていただくと同時に、入園説明会時に各園長

から保護者に説明を行っていただいております。 

 ３ページ目です。 

 ２項目め、「３歳児保育試行事業を行ってい

る幼稚園が来年度は園児募集をしないのはどう

いうことか」という質問に対しましては、来年

度の入園募集をしないことを理由に３歳児保育

試行事業に取り組まないことは、地域にお住い

の親子に不利益になるため、全幼稚園で事業を

実施することとしました。 

 ３項目め、「認定こども園の開設まで、兄弟

姉妹が別々の幼稚園に通園したり、転園せざる

を得ない状況が生じる」これに関しましては、

平成31年度開設を予定していますが、条件が整

えば、できるだけ早く開設できるように取り組

みますというふうにお答えいたします。 

 ４項目めから６項目めにつきましては、「意

見を求めてから実施までの猶予期間を設けるこ

とを希望する。園児の募集停止、廃止は２年前

に言うべきではないか」というご意見に対しま

しては、園児の募集停止や廃園に十分な猶予期

間を設けて計画しましても、発表した時点で、

以後の入園申し込みは激減すると考えられ、円

滑な幼稚園運営ができなくなります。２園の園

児の保護者や入園を考えられていた保護者の皆

さんには大変ご迷惑をおかけしますが、今年４

月に入園された園児が卒園する平成29年度末を

もって廃園することとしましたというふうにお

答えします。 

 ７項目め、「小学校に隣接する幼稚園をなぜ

廃止しようとするのか」という意見に対しまし

ては、学校に隣接しているすばらしい環境を生

かすため、将来に向けて教育・保育施設として

残していくことが重要です。そのため、幼稚園

として存続が難しい幼稚園にあっては、こども

園に移行して残す方向で計画しました。 

 一番最後の「狭山中学校区での新施設の開設

を喜んでいます。保育園の利用者や若い子育て

世代の声を十分に聞き取り、整備計画に生かし

ていただきたい」という意見に対しましては、

子育てに優しく、将来住み続けたい大阪狭山市

をめざして、市民の皆さんのご意見を参考に、

魅力ある施設づくりを進めますというふうにお

答えいたします。 

 以上のように、市としての考えを示したいと

思います。 

 本日、ご承認いただきましたら、この後、市

長による決裁の後、このパブリックコメントに

関する市の考え方を公表し、新幼保連携推進計

画の策定とします。 

 なお、この計画についての市民向け説明会を

７月２日の土曜日から、ぽっぽ園、各幼稚園、

市役所の７か所において開催する予定をしてお

ります。 

 説明会への参加者を募ったところ、きのう現

在で約180人の方が申し込みをされています。

説明会は市民の意見を聞き、丁寧な対応をした

いと思っておりますので、ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの報告について、ご意見、

ご質問等ございませんか。 

 ここで確認なんですが、本日の議案、「新幼

保連携推進計画」の策定については、パブリッ

クコメントに対する市当局のこの回答について

の審議ということではないんですか。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 はい。計画の策定です。計画は、大阪狭山市

の計画であり、大阪狭山市教育委員会の計画と

いう２つの位置づけを持っていますので、まず、

本日、教育委員会としてご承認をいただいて、

あと、先ほど松本のほうから言いましたように、

市長決裁をいただいて、その上で計画の策定と



－6－ 

なります。あわせて、計画策定に当たってパブ

リックコメントをいただいていますので、これ

に対する意見も整理しなければならないという

ことで、計画の策定が主で、これが従というよ

うな感じになります。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、今、担当課長のほうからのパブリ

ックコメントの内容及び当局の考え方を含めて

報告してもらいました。 

 これを受けて、新幼保連携推進計画の策定に

ついて、先ほど重ねてございました各幼稚園・

こども園での説明会も行う中で、新幼保連携推

進計画の策定について、ご承認いただけますで

しょうか。 

 はい、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 説明の無かった部分なんですが、１枚目の６

個目、認定こども園に移行する幼稚園の１施設

でも、幼小一貫校にしてほしいという要望みた

いなのがあるんですけれども、これに対して、

「幼小一貫校は魅力ある施設であると考えます

が、３年保育を前提に、必要な教室を小学校内

に設けることは困難な状況です。」これ、ちょ

っと質問と答えの意味がわかりにくいんですが、

どういうことでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 松本次長。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 ３年保育を行うということは、３歳児が入っ

てくるということになります。３歳児が今の小

学校施設の中で、まず保育できるのかどうかと

いうのがあります。 

 それと、幼小一貫校になりますと、幼稚園の

教室が追加で必要になってきます。それが今の

小学校であるのかどうかということも含めて、

小学校内に設けることは困難な状況ですという

ふうにお答えさせていただいております。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 これ、山崎委員のおっしゃるとおりかもしれ

ませんね。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 多分、これ、この幼小一貫校というのは、一

般的には、幼稚園と小学校のつながりを大事に

してくださいというような意味合いではないで

しょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいですか。この部分については、今、

山崎委員がおっしゃるように、制度上は、幼小

一貫校という言葉そのものはないんですよ。同

一施設の中での幼小という意味であって、カリ

キュラムそのものを幼小で連続性を持ってほし

いということではないですか。基本的には、今

のところ、そういう制度化というのはあるので

しょうか。学校教育グループ、いかがですか。

幼小一貫という制度はあるんですか。 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 そのような制度は聞いておりません。 

教育長（長谷雄二） 

 ですから、同一施設内でという、恐らくこう

いう方法でなくて、今、小中一貫校、あるいは

中高一貫校ということが新聞等でも報道されて

いる中で、このコメントを出していただいた方

は、幼小一貫校という言葉を使われた。当局の

ほうは、同一型施設の中でそういうことをする

のはなかなかキャパシティーの部分で課題があ

って難しいというお答えということで、今の山

崎委員ご指摘の部分については、もし、再度ご

質問等があったときには、今の論議をもとに丁

寧に答えていただけたらなというように思うん

ですが、いかがでしょうか。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ３年保育を前提に必要な教室を小学校内に設
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けることが困難ということですが、このような

ことは今までもやっていないし、小学校内にこ

れは、いわゆる幼稚園の子どもを来させるとい

う意味ではないですよね、これ。そう理解して

しまったということですか。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 そう理解してしまったので、多分、今のよう

な話になってしまいました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 それは今までもやっていないし、全く考えて

いないですよね。今まで、例えば西幼稚園やっ

たら、西小学校とのつながりを大事にしてくだ

さいよと、幼小のつながりという意味で、この

方は幼小一貫校という意味合いを言っていると

思うんですが。 

教育委員（瀬川 武美） 

 １施設で、と言っているところが引っかかり

ますね。 

こども政策部長（谷 富二男） 

 敷地を一緒にして建てかえたところは、結局

は、幼稚園ということになってしまいますので、

そういうお答えの仕方をしたほうがいいかもし

れませんね。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ちょっとここの回答、検討していただけます

か。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。新幼保連携推進計画

の策定に大きな影響という部分ではございませ

んが、市の考え方として、ご意見いただいた方

には少しこの回答のほう、工夫していただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 それでは、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

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第２、議案第13号、「新幼保連携推進計

画」の策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、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  以上 
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