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第７回宝塚市幼稚園教育審議会会議 会議録

＜概要＞

開催日時 平成１６年２月１６日(月)午後４時から午後６時１５分

開催場所 宝塚市役所 ３階 ３－３会議室

出 席 者 《委員》 出席１４人 （欠席なし）

《事務局》 ６人

１、開会

会長が開会を宣言。

２、議事

＜会長＞

事務局から資料の説明等をお願いします。

＜事務局＞

資料の確認

資料１ 平成１５年度 宝塚市幼稚園教育審議会答申書＜解説付＞ 末尾に添付

資料２ 平成１５年度 宝塚市幼稚園教育審議会答申書 末尾に添付

資料３ おわりに(案) 末尾に添付

資料４ 宝塚市立幼稚園一覧表

資料５ 宝塚市内私立幼稚園一覧表

資料６ 幼児人口の年度別推移(各年５月１日の住民基本台帳による)

資料７ 平成１５年度 宝塚市幼稚園教育審議会 委員名簿

資料８ 宝塚市幼稚園教育審議会の審議経緯

追加資料 委員からの質問にお答えして 幼稚園教育審議会会長 末尾に添付

追加資料 はろーほうぴい (委員提供)

＜会長＞

。 、 「 」 、 「 」それでは審議に入ります まず 答申(案)の最初に はじめに と 最後に おわりに
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が追加し、第６回審議会でのご意見等をもとに修正しました。

次に追加資料として本日配布した資料は、前回(第６回)の審議会にＡ委員とＢ委員から

それぞれご意見が寄せられ、そのご意見に対して会長としての見解を説明したものが、こ

の追加資料に書いております。

【追加資料により説明する】

まず第一に、任期制教員の採用については、現段階での具体的な取扱いは決まっていな

、 、いので詳細についての議論はできないが 任期制教員の採用は新卒だけとは限らないので

新卒者の応募者数が少なくなるとのご指摘は、正規採用の競争率が５０倍～１００倍とい

う非常に厳しい難関であることから、かなり優秀な人材のプールは存在するはずだと考え

られます。このことから、公立幼稚園に正規採用されなかったが優秀な人材の確保は可能

であると考えます。

組織運営上、任期制教員のみで執行していくことは出来ません。したがって、臨時職員

で対応しているようなところが任期制教員にあたり、この厳しい財政事情を乗り切る間の

対応ということでお考えいただきたいと思います。

次に研修の問題については、豊富なメニューで計画されているようです。そこでコスト

をかけて育てた人材が短期間で退職することの問題が生じると懸念されます。しかし、研

修にかかる経費などは、予算上それほど心配するようなものではないと思います。

、 、 、次に給料表の問題ですが 現在 幼稚園教諭は行政職給料表であると聞いておりますが

、 。 、これは教育委員会の問題ではないと思いますので ここでの議論はいたしません ただし

給与水準が低いことを問題であるとすれば、民間給与水準のバランスを考える必要がある

と思います。公立の小中学校の教員は国費が半分、県費が半分で賄われておりますが、幼

稚園教員の給与は全額が市費です。また、交付税の基準財政需要でも４園分しか算入され

ません。この４園の給与基準も低く計算されております。それを超す８園分は持ち出しに

なります。さらに現在の市税負担は、歳出の５割が市税で賄われていますが、今後は三位

一体の改革を受けて５割の市税負担割合に膨らんできます。市民の払った税金が、同じ市

の他の市民に使われていく度合いが大きくなっていきます。そうした市民の税痛も考える

べきだと思います。

次に正規教員と任期制教員のチームワーク等と、任期制教員に対する保護者の受け止め
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方については、通常、民間であれば何とか工夫によって解消しようとします。

次に人材の空洞化の問題については、組織運営上、長期にわたり常勤の職員を採用しな

いなどはあり得ないことですが、この財政危機を乗り切るために民営化の議論をしていま

す。それに対する答えとして、財政危機ではあるが民営化は望ましくないが、財政効率化

を図ることも必要であるとしています。財政が危機的状況にあるこの数年間については最

大限の努力が必要であると思います。将来に優秀な人材が必要となれば中途で採用する方

法もありますので、空洞化については何とかなるだろうと思います。

、 「 」次にＢ委員からのご意見で 私立幼稚園のメリットに 市場原理に委ねられている中で

とありますが、厳しい競争の中で努力しているという意味ではないかと思います。市場原

理とは、一般的に企業の利潤極大化を前提としておりますので、広義では公益法人でもあ

る学校法人には馴染まないと思うので割愛しました。

次に「今回」という言葉を２回も使っていることについては、癖で使っているのであっ

て、特別な意味はありません。

以上が、修正に関する補足説明でした。

これよりご審議いただきますが、第７回の審議会に先立ち、市民代表の立場で参加して

いただいている議会選出の３人の委員に、率直なご意見を伺う機会を持ちました。議員選

、 、 、出委員は 市が現在厳しい財政状況の中でも多くの行政課題を抱えて 教育だけではなく

他の重要な課題や懸念事項もある中で、日頃ご苦労されていると思います。同時に、納税

者の立場としての市民の痛みを理解されていると思います。そのような観点からご意見を

いただくようお願いしました。問題となる部分は、付帯事項の財政効率化に係るところだ

と思いますので、議員の意見をもとに修正案を考えてみました。これをご検討いただきた

いと思います。

【会長作成資料】

財政効率化の多様な手法の可能性について → 是非

なお、任期制教員制度など幼稚園教育に係る財政効率化の手法については、その活

用を主張する意見とともに弊害を指摘する意見もあり、それぞれの効果と問題点を慎

重に検討することを求める。
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本日、配布した資料の２０ページ(議事録 )をご覧下さい。１９ページ(議事録 )P33 P32

の後半から２０ページにかけて付帯事項が付けられていますが、最後の「エ)」が問題に

なってくると思います。この「エ)」の「多様な手法についての可能性について検討され

たい」ということで 「可能性」についての「是非」も含めて考えていましたが、積極的、

に導入するように誤解される可能性があるのであれば、この「可能性」を「是非」に変更

していただきたいと思います。それに追加して 「なお、任期制教員制度など幼稚園教育、

に係る財政効率化の手法については、その活用を主張する意見とともに弊害を指摘する意

見もあり、それぞれの効果と問題点を慎重に検討することを求める 」を付け加えたいと。

。 、 。提案します この部分にはご意見があると思いますので ご自由にご意見をお願いします

＜委員＞

この答申については、常識的な優れたものが練りあがってきたと非常に評価しておりま

すが、付帯事項の任期制教員については、人件費が最も多くかかるところで、市民の理解

が得られるような可能性を示すことが審議会の責任であるとすれば、それも必要であると

考えられますが、事務のアウトソーシングや運営の民間委託など、これと同じようなレベ

ルの提言に対して、任期制教員の採用はあまりにも具体的であり、ここに示していただい

、 、 、 、た案は 私の意見を受け止めていただいと思いますが 誤解がないように 一人歩きして

審議会の答申が出てきたのだから、それについて、決定の方向のベクトルをもって議論が

進んでいくことを憂慮します。この任期制教員は反対の立場に立ちたいと思います。審議

会の中で合意が得られないとなると、それはこの答申の中に文言として盛り込まないよう

にするのが基本的なスタンスだと思いますので、この任期制教員という文言は削除して、

「人事に関わる問題についても今後、慎重な検討を求める」など、もう少しぼやけた表現

で言い換えることはできないのかを質問と意見になりますが、申し述べたいと思います。

＜会長＞

仮に任期制教員という文言を入れなかったとしても、当然財政再建側からすると、すぐ

にでも思いつくことですから、それを議論なしに打ち出してきます。そのときになって強

、 。行されるよりも 事前に問題点を検討しておいて論点整理しておく必要があると思います

これはいずれ出てくる問題であると思います。それであれば、ダイレクトにその可能性も

考えて準備しておく必要があると考えます。ここで、弊害についても指摘しており、議論
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されたことも議事録で残りますので、今後の検討に活かしていただきたいと思います。佐

、 。「 」藤委員が心配に思われるのであれば これは書いておくべきであると思います 可能性

についてを書くことも問題であるとの指摘がありますが、この任期制教員を書かないこと

も問題であるとの指摘を受けると思います。今日、私が提案しました内容に変更し、文言

を付け加えてもなお積極的に進める方向で一人歩きすると思われますか。そのようにお考

えでしたら、私はこれを引き下げようと思います。財政再建準用団体になれば、総務省が

乗り込んできて、任期制どころか全部臨時職員になることも考えられます。

＜委員＞

会長は、委員の中にも任期制教員の件を入れた方が良いと言われる方がいるとのことで

すが、他の委員の方々は、どう考えているのかをお聞きしたいのですが。

＜委員＞

私も会長案には賛成です。私立幼稚園の現場に何十年もおりますと、Ａ委員がおっしゃ

ることは良く分かりますが、危機に瀕して経済状況が低迷しているときに、任期制教員の

是非について検討すら行わないのは、無責任であると思います。そして、私立幼稚園の就

園奨励費も削られようとしています。税金をたくさん払っている保護者が私立幼稚園に通

わせようと思っても、補助金が減らされる状況にもなっていますので、私は会長案を支持

します。

＜委員＞

将来は園児数が減ってきます。先生も必要なくなります。それを任期制教員で対応しよ

うとすることは当然であると思います。私立幼稚園の場合は、教員に給与をたくさん払お

うと思ったら、園児をたくさん採らなくてはなりません。また、社会情勢が厳しい中で、

保育料の値上げは出来ない。そうすると払う方を押さえていかなければならない。当然の

話で、それを無視した給与体系をつくることはできません。これが民間の現状です。

＜委員＞

小学校も状況としては同じですが、任期制教員の話が出ないのは何故でしょうか。
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＜委員＞

小学校は義務教育で国が教員の給与まで補助を出しているからではないですか。

＜委員＞

お金の問題ですね。私は教育の問題で考えています。皆様には教育の論理で考えていた

だきたいと思います。経済を立て直すのは人で、人をつくるのが教育ではないですか。

。 、 、 。 、税金は国民の三大義務のひとつです 納税 勤労 教育があります 教育を次の世代の

そして今を生きる子ども達の幸せのために、痛みを伴いながら物心ともに支えていくこと

が国民の義務だと思います。その税金がどのように使われるのかというときに、例えば公

、 、 、私立幼稚園 そこに通う子ども達の幸せに そして次の時代の宝塚市を担っていくために

これを市民が納得しないというようなご意見がこの審議会の中で出てきますが、これをそ

う捉える方が悲しい現実だと思います。そうではなくて、やはり教育に必要なものは、税

金を何のために使うかを考えたときに重要なことだと思います。

＜委員＞

それは納税者に考えてもらいましょう。

＜委員＞

納税者に考えてもらうときに、あえて納税者の意識付けをするような文言は入れるべき

ではないと思います。この言葉を入れなくても納税者はこの審議会の答申書を読んで納得

してもらえると思います。やはり、これはある特定の方向性に向かって意識付けが働く言

説として機能すると捉えています。削除するかぼやけた形にして、実際にそのために必要

な審議会や委員会が組織されたときに、この審議会の議事録や意見を踏まえて具体的な検

討を進めていただくことは必要なことだと思いますが、答申にこの文言が入ることは、そ

の言葉が持つ影響力、権力、力があると思いますので、非常に危惧しているところです。

＜会長＞

教育にも財源が必要です。その財源の安定的な確保を考えずに教育の論理だと言われて

も非常に無責任だと思います。教育にかかる経費を削ろうという訳ではありません。限ら

れた財源の賢い使い方を考えるのは、ごく普通のことだと思います。
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＜委員＞

任期制教員を採用することによって、どの程度の財源が確保できるのか。これは試算を

している訳でもありません。この審議会では議論する必要はないと思います。

＜会長＞

この審議会で具体的な内容まで議論することが出来ないので、別の機会に議論していた

だきといということです。ただ、これは答申に入れなくてもいずれ導入されることだと思

いますので、それに向けこの答申を受けた教育委員会が議論の準備をしておく必要がある

のではないかと思います。

＜委員＞

教育委員会で検討されるのであれば、別に答申に載せなくても、これは議事録の中にも

あり、意識の中にもあると思いますが。私は基本的には、この任期制の導入は公立幼稚園

であって公立幼稚園でないような、非常に危険な発想であると思います。小学校では任期

制教員が入っていない。大学では任期制が入っているけど、大学は教育研究だからです。

研究のレベルで評価されている。教育を評価するような基準というのは残念ながら大学に

はない。それで大学の中でも任期制が入ってきて困っている大学もあります。任期制教員

、 、 、という文言を入れたからには 場合によれば任期の延長や 正規採用があると思いますが

ただ、それを何で評価するのか、教育の問題を。評価も難しいです。幼稚園教員などの教

育の仕事の評価は非常に難しく、それをあえて答申に入れる必要はないと考えます。

＜委員＞

子どもを持つ市民全員が公立幼稚園に入園できるのであればＡ委員の意見に賛成します

が、市民全員が公立幼稚園には入園出来ない状況を考えれば任期制教員の検討を進めても

らっても、税金を納めている立場からは当然だと思います。会長提案に賛成です。

＜委員＞

保護者とすれば、自分の大切な子どもを預ける先生なので、公立、私立も関係なく、先

生の給与が高い方が良いと思います。安定した生活環境の先生にゆっくり見てもらいと保
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護者は望んでいます。ただ、今の経済状況から任期制教員については、事前に考えておく

必要があると思います。ここまで考えたことを載せておくことは必要だと思います。

＜委員＞

理想としてＡ委員のご意見には全く賛成しますが、今回の諮問の背景である厳しい財政

状況の中から出てきた経過から、答申の中心になる本論の中で 「公立幼稚園の民営化は、

望ましくない」との一定の結論が出たことは大変評価しております。この任期制教員の件

。 、 、 、も賛成です また この財政危機を乗り切るための期間の方策としての検討であり 今後

幼稚園教諭が一切採用されないことはないと思うので、当面の財政再建の間は、このよう

なことまで検討を進めなければならないと思います。自分の経験からも公教育の安定性は

重要だと思いますが、議員になって様々な市民からご意見を聞くと、民間の厳しさを実感

する中で、社会情勢を考えない立場の意見だけでは理解が得られないのが現状だと思いま

す。現実的に、小学校や中学校の臨時採用の先生方や非常勤の講師は、様々な状況の中で

教職員が一体となって、公教育を作り上げている現状があります。すべての正規教員だけ

で学校は動いているものではありません。多様なニーズがある中で、学校教育全体として

高めていくような方法を目指していますので、幼稚園におきましても様々な問題が出てく

ると思いますが、園が協力しあって解決していただきたいと思います。付帯事項について

は賛成です。

＜会長＞

他にいかがでしょうか。

私から１点、２１ページ(当議事録ではＰ )の資料３「おわりに」(案)ですが、付け34

加えさせていただきたいと思います。

【会長作成資料】

教育委員会においては、この答申の内容が現実の施策に反映されるよう最大限の努力

を尽くされるとともに、今後の結果と経緯が市民に公表されることを強く求める。
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これを最後に付け加えていただきたいと思います。平成１１年度の審議会での３年保育

の件もありますので、我々には勿論のこと、広く市民に対しても説明していただきたいこ

とと、透明性を持ってほしいことをお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。

【全委員異議なし】

＜会長＞

ありがとうございます。他にいかがですか。

＜委員＞

この答申の「可能性」を「是非」に変更しても、初めて読む方は幼稚園教育審議会で提

案しているように思われます。私自身は、市の財政状況を考えていかなければならないこ

とや、本当に財政健全化を進めていくことは担当部局が考えれば良いことで、幼稚園教育

審議会が教育の問題について審議しないで、どこが審議するのかと考えた上で、本当に委

員の皆さんが任期制教員を考えているのかどうか。私はそこを皆さんに考えていただきた

いと思います。また、審議会の委員としてそれぞれの立場があると思いますが、自分が宝

塚市の中でどのように幼稚園行政があってほしいのかを先に考えても良いと思います。経

済的なことを考えていくことは、この審議会で考えることではないと思いますので、幼稚

園教育審議会の全員の意見であれば構わないが 「是非」に書き換えても幼稚園教育審議、

会が推奨していると捉えられると思います。

＜委員＞

この任期制が問題ではなく、一度採用されれば解雇されることがない雇用条件が問題で

あると思います。本来であれば勤務評定や査定で悪い先生は給料も落とす、解雇される場

合もある。そのような体制を構築すべきだと思います。

＜委員＞

「可能性」を「是非」に換えたとしても検討する材料の中に、任期制教員のような採用

方法が認知されていけば、積極的に導入に向けての検討が進められると思います。現場で

は、臨時採用と任期制での採用は違うと言っても、途中で辞めてしまう可能性は充分にあ
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ると思います。そうなると、園児達に一番負担がかかることになります。財政再建の３年

間に在園する子ども達はこれで良いのかどうか不安になりますので、任期制教員を書かな

くても 「人事に関わる採用方法」で検討が行われた方が良いと思います。、

＜委員＞

任期制教員の採用という文言は必要ないと思います。親の立場からすれば言葉だけ見て

不安に思ったり、勘違いされる可能性もあると思います。また、これは決まったことでは

なく、今後検討されることだとは思いますが、その時に議論すれば良いと思います。

＜会長＞

ご発言がない方で、ご意見がある方はいらっしゃいませんでしょうか。

【発言なし】

この諮問の背景には財政危機があって、それを教育の論理は考えなくても良いとはなら

ないと思います。教育の論理は非常に重要であって、それに関して我々は、幼児教育の重

要性を共通認識として持っており、今後削減されていく予算の中で、教育については重点

的に予算を確保してほしいと謳っています。また、民営化の検討を求めているのは行政部

局ではありません。宝塚市行財政システム改革推進委員会が提言されていることで、行政

は委員として入っていませんが、その中の１人が昨年４月の市議会議員選挙に財政再建を

公約に当選されました。市長も財政再建を公約に当選されました。他の審議会でも市民公

。 、 、募の委員の意見は厳しいです その中で 教育の論理だけで話が進めば有難いことですが

会長としては市民の意識も考えて尚かつこの文言は入れておかないと厳しいと思います。

それでも委員の皆さんが必要ないとのことでしたら削除しますが、いかがでしょうか。他

のご意見も含めてお願いします。

＜委員＞

この答申を教育委員会に出したとき、それを経済関係者や財政部局の方が見て、教育の

論理だけの答申であった場合に、経済の論理でこれを崩されて力負けする危険性があるよ

うに思います。こうなると駆け引きのようになり、この審議会でも経済状況は理解した上
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での結論で、そのため、財政効率化についても努力する中で任期制教員も検討するような

答申は必要だと思います。

＜委員＞

民間の保育園の場合は、人件費も含めて園をどのように運営していくのかを考えますの

で、保育の場では常勤や非常勤、短時間の保育士によって成り立っています。

＜委員＞

質問がありますが、Ａ委員がおっしゃっていることで２点捉えましたが、１点目は任期

。 。 、 、制教員は反対である これは理解できます ２点目は この任期制の言説とおっしゃって

この言葉自体の独り歩きが怖いことを懸念されていると理解してよろしいでしょうか。こ

れは文言の表現と捉えてよろしいでしょうか。

＜委員＞

。 、 、 。そうです 私は この文言を削るか表現を換えるか どちらかにしてほしいと思います

＜委員＞

、 、 、それではこの２点だと考えると 私自身としては 別に中間を取る訳ではありませんが

、 、 、任期制であるとかないとかは関係なく おそらく今の状況であると 財政の問題以外でも

このような問題は避けられないと思っております。今後の日本の終身雇用制は崩れていく

と思います。そうすれば、任期制や常勤制をどう整合性を持たせていくのか、職場で領域

に関係なく検討しなければならない問題だと思います。そのような流れの中で、言葉の表

現が問題なのであれば 「教員の採用条件を検討する」に換えた方が良いのではないかと、

思います。これは、私たちの思いだけではなく、考えなくてはならない時期に来ていると

思います。私たちが教育現場で子ども達によりよい環境を提供していこうと思うならば、

もっと考えなければならないのは、任期制であるか、そうではないのかは問題ではなく、

教育に対しての在り方を検討していかなくてはならないと思います。例えば、任期制教員

が必ずしも悪い保育をしているとは思えません。正規の教員が全員良い保育をしていると

も言い切れません。宝塚市では本当にすばらしい保育をされています。しかし１００％だ

とは言い切れません。後は会長にお任せしますが、この任期制にこだわらなければならな
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いのか。それがどうしてもであれば皆さんの賛否を取って決めていただいて 「教員の採、

用条件の検討」では譲歩できないのかどうかを、お聞きしたいと思います。

＜会長＞

それでは時間の制約もあり、意見が膠着しておりますので、一括してこの案をお認めい

ただくかどうか、皆さんの信任を問いたいと思います。

【事務局よりＡ４サイズの白紙用紙を各委員に配布する】

反対であればＡ委員の案に変更したいと思います。

原案は答申案の内容を今日配布した「可能性」を「是非」に換えて 「なお 」以下を付、 、

け加えたものです。これでご承認いただくか、ご承認いただけなければ自動的に修正案に

なります。修正案として「教員の採用条件のあり方」ではいかがでしょうか。

＜委員＞

「採用条件や」の中には退職不補充の採用しないことも含まれてくるように思えて、む

しろ、意味が広がったことで誤解を招く恐れが出てくると思います。

＜委員＞

行財政システム改革推進委員会から受け入れてもらえるような答申でなければ、理想だ

けの答申は投げ捨てられるような気がします。今の社会情勢、経済状況の中で、自分達自

身には触れないで財政再建を進めていくことは、市民の理解が得られないと思います。

＜委員＞

意味を拡大解釈された場合はその他の条件も開門されるようになりますので、任期制教

員をはっきり出した方が影響は少ない結果となることも考えられます。

＜会長＞

原案の承認か不承認を問うだけでも結構ですが、不承認の場合に次の案を考えなければ

ならないので、修正案を「教員の採用条件のあり方」として、原案を承認か不承認かを問
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いたいと思います。

今事務局から配布された用紙に、原案を承認していただけるのであれば「承認」とお書

き下さい。承認できない場合は「不承認」とお書き下さい。不承認の場合は修正案になり

ます。

【記入(無記名)】

それでは事務局で回収して下さい。

【事務局より投票用紙を回収する】

それでは事務局より、承認、不承認、白紙に分けて集計して下さい。

【事務局より集計された投票用紙を会長及び会長職務代理者に提出する】

【提出のあった投票用紙を会長及び会長職務代理者で確認する】

それでは発表します。投票総数１４票。会長案承認９名。不承認５名。以上により原案

でご承認いただいきました。

それでは、これをもちまして答申案が成立しましたので、今後は誤字脱字の確認と、本

日ご指摘いただいた内容を修正して、早急に委員の皆さんにお送りいたします。

今後の答申のスケジュールについて、事務局からお願いします。

＜事務局＞

本日の答申につきましては、誤字脱字の確認と本日ご指摘いただいた部分を修正して、

教育委員会に提出する前に委員の皆様方にご送付いたします。皆様方にご確認いただいた

後に、教育委員会に中間答申と同様に会長と会長職務代理者よりご提出いただくことにな

ります。

＜会長＞

最後になりましたが皆様方に一言ごあいさつを申し上げます。７回にわたり熱心なご審
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議を賜りましてありがとうございました。

私の拙い司会進行によりまして、必ずしもスムーズに議事運営が進んだとは思いません

が、皆様から賜りました答申案が実現され、宝塚市の幼稚園教育の拡充が着実に進んでい

くことを皆さんと共に見守っていきたいと考えております。それでは長きに渡り、ありが

とうございました。

＜事務局＞

事務局からも、委員の皆様方にお礼を申し上げたいと思います。

６月から始まりまして、７回約８カ月に渡り、熱心にご審議いただきまして、大変感謝

しております。今日のまとめの最後に２行が加わっておりますので、このようなことも教

育委員会といたしましてもしっかり受け止めまして、今回いただく答申を実のあるものに

していきたいと思います。最後までありまとうございました。

審議終了 午後６時１５分
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資料１

平成１５年度

宝塚市幼稚園教育審議会答申書

＜解説付＞

平成１６年２月 日

宝塚市幼稚園教育審議会
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平成１６年２月 日

宝 塚 市 教 育 委 員 会 殿

宝塚市幼稚園教育審議会

会長 前 田 高 志

宝塚市の公私立幼稚園教育の振興等について

（ 答 申 ）

平成１５年６月２４日付宝塚市教育委員会諮問第１号をもって諮問のありました標記の

ことについて、本審議会は、慎重に審議を重ねてきましたが、その結果を下記のとおり答

申します。

記

はじめに

本審議会は、諮問事項のうち 「１ 公私立幼稚園共存のもとで、待機幼児の解消につ、

いて（宝塚地域及び長尾地域における待機幼児の解消について 」は、平成１６年度の入）

園児募集の時期までに、入園待機幼児の解消を図るための具体的措置を明確にする必要が

あったため、優先的に審議を行った。

そして、３回の会議を開き、宝塚市における今後の幼児数の動向、現在及び将来の公私

立幼稚園の幼児の受け入れ能力、公私立幼稚園の共存と適正な役割分担、保育所(園)の整

備状況など、多角的な視点から審議を行い、平成１５年８月２７日に中間答申を行った。

その内容については、末尾の中間答申書のとおりである。

宝塚市教育委員会（以下「委員会」という ）は、この答申を尊重され、平成１６年度。
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から市立宝塚幼稚園と市立長尾幼稚園に仮設園舎を建設し、４歳児の待機幼児の解消と５

歳児のすべての就園希望者の受け入れの視点から、４歳児と５歳児を合わせて５学級を増

加することにより、就園の促進に努められたところである。

その後、本審議会は、諮問事項のうち「２ 今後の公私立幼稚園のあり方について（主

に幼稚園受け入れ体制について 」は、中間答申の内容をも十分に踏まえながら、市内全）

域及び中期的視点に立った公私立幼稚園のあり方、主に幼稚園受け入れ体制についてを審

議した。

また、諮問事項のうち「３ 公立幼稚園の民営化について」は、諮問事項２の「今後の

公私立幼稚園のあり方について」とも関連するが、将来の少子化傾向並びに地方分権の推

進及び宝塚市における財政状況の見通し等を十分に考慮し、宝塚市の市立幼稚園の民営化

について審議するため、諮問事項２と合わせて４回の会議を開き、慎重に審議を行った。

本文

１、今後の公私立幼稚園のあり方について（主に幼稚園受け入れ体制について）

宝塚市における幼児数は昭和５２年の就園対象幼児数をピークとしてその後減少を続

け、今後も全国的な少子化傾向のなかで幼児数の減少が続くものと予想される。しかし、

ここ数年の間に武庫川左岸の一部の地域において就園対象幼児数が増えているように、市

街地内での住宅開発の動きによっては、短期的には一時的な幼児数の増加が起こることも

考えられる。

したがって、今回の諮問において、諮問事項１で検討を求められたような事態が今後に

おいて発生することもありうることから、一方で長期的な少子化の趨勢をにらみつつ、就

、 、園を希望する幼児とその保護者に 不安と混乱を与えることのないような弾力的な対応を

速やかに実施できるような条件整備が求められている。

以上の現状・課題の認識のもとに、本審議会は以下の措置がとられることを提言する。

①委員会においては今後の人口動態の変化をできる限り的確に把握しながら、就園を希望

、 。する幼児を すべて地域の幼稚園で受け入れることのできるような措置を講じられたい

②受け入れ体制の整備にあたり、公立、私立双方の幼稚園を包括した全市的な教育体制を
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構築するように努められたい。 そのためには委員会が主導して私立幼稚園との相互※１

の連携、協力関係を築いていかれたい。

※１ 次の文と同じ文尾の重複を避けるため 「構築することが必要である 」に修正。、 。

③今後の受け入れ体制の整備にあたっては、近い将来に可能性のある就園対象幼児数の増

加に対しては、それが生じている地域の私立幼稚園との連携を図るなかで、当該地域内

での公立、私立幼稚園への就園が可能となるよう、必要があれば公立幼稚園での定員増

とそれに伴い必要な措置を講ずること、また、私立幼稚園に対する支援措置を講じられ

たい。

少子化により幼児数が減少していくことが予想される中長期の視点からは、幼児数の

、 、変化とその影響をふまえながら 私立幼稚園によって受け入れが可能な地域においては

基本的に私立幼稚園に幼児教育の中心的な役割を委ねつつ、委員会はすべての幼児が、

質の高い良好な教育を受けられるような環境づくりでの関与を行っていくことを要望す

る。将来の公立幼稚園の位置づけについては、委員会としてその意義・担うべき役割を

明らかにするとともに、少子化のなかでのその適正配置を検討されたい。

２、公立幼稚園の民営化について

本諮問事項の背景には宝塚市財政が極めて厳しい状況に陥っていることがある。抜本的

な行財政構造の見直しを行わなければ、将来、財政再建準用団体への転落は必至であり、

平成１５年６月２１日に宝塚市行財政システム改革推進委員会（平成１３年６月３０日設

置）から答申された「宝塚市行財政システム改革推進委員会提言」は、そうした危機意識

の下、広範な市民の立場から今後の市の行財政の改革の方向を示し、歳出削減とサービス

の範囲と量的規模の見直し、民間活力の導入が財政健全化に不可欠であることが指摘され

ている。そして、この「提言」の審議状況をふまえながら、平成１４年１０月１６日に市

長より「宝塚市の財政構造改革に向けて（緊急宣言 」が発表され、そのなかで構造的な）

総人件費抑制策としての定員削減対策基本方針の一つとして、幼稚園等の早期の民営化の

検討を行うことが打ち出された。

このように深刻な財政事情を背景に公立幼稚園の民営化が検討課題となってきている
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が、今後、大きな経済成長が望めず、また、いわゆる三位一体の改革の影響で市の財政が

引き続き厳しい環境におかれるなかで、幼稚園教育の領域がひとり 財政制約から自由※２

でありえることが考えにくいのは事実である。将来の市民の財政負担を考えるとき、幼稚

園教育の場においても、最小のコストで最大の効果をあげる ことは当然考えられねば※３

ならない。

※２「幼稚園教育のみが」 に修正。

※３ 第６回審議会で北野委員から「最小のコストで」という表現方法に対する指摘があ

ったことをうけ 「限られた歳入の下で最大の効果をあげうるような手法が選択さ、

れねばならない 」に修正。。

また、より豊かな市民生活を実現していくためには行政の守備範囲を見直しつつ、市民

との協働、民間活力の活用を進めていくことは、平成１３年に策定された市の「第４次宝

塚市総合計画」や、平成 年４月１日施行の 「宝塚市まちづくり基本条例 「宝塚市市14 、 」、

民参加条例」においても謳われた、市政の基本方針の一つでもある 「民間でできること。

、 」「 、はできるだけ民間で行い 民間ができないことは市が行う 行政への市民の関与を強め

市民と行政の協働によるまちづくりを行う」という理念は、幼稚園教育においてもその具

※４現が何らかのかたちで求められる。

※４ 文章作成時の誤認のため「宝塚市まちづくり基本条例 「宝塚市市民参加条例」を」

削除し、文章を以下のように修正 「また 「第４次宝塚市総合計画 （平成１３年。 、 」

策定）が基本理念の一つとして掲げた、より豊かな市民生活を実現するためには行

政の守備範囲を見直しつつ、市民との協働、民間活力の活用を進めていくことが必

要であるという考え方を、幼稚園教育においても実現するような努力が求められて

いる 」。

しかし、今回、諮問を受けた公立幼稚園の民営化については、本審議会で慎重に検討を

行った結果、以下の理由から、その実施は望ましくないとの結論に至った。

①教育は市の行政分野のなかでも最も市民の関心の高い領域であり、また、教育問題の重

要性、現在の幼児教育をとりまく環境を考えるとき、他の行政領域と同等に財政制約を

課して良いのか、という意見が多くの委員から出された。他方、限られた歳入をそのよ
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うな施策に配分するかは、市民の財政負担をともなうことから、全市民的な議論を待つ

べき問題でもある。民営化については、そうした全市民的な議論を待って検討すべきで

※５ある。

※５ 第６回の審議会での委員からの指摘により、①の文章表現に誤解を生じさせるよう

な要素があることが判明したため、まず、審議会のメンバー全員が幼稚園教育の重

要性を強く認識しており、厳しい財政事情の中でもできる優先して実施されねばな

らない領域の一つと捉えていること、そして、その考え方の延長として民営化を否

定する意見が審議会委員の大勢を占めたことを明記しました。なお 「他方、限ら、

れた歳入を・・・」以下の文については、付帯事項との重複もあるので文章を簡潔

にするために削除します。修正後は以下の通り。

「教育は市民の関心が最も高い行政領域の一つであり、また、幼児教育そのものの

重要性や現在の幼児をとりまく環境などを考えるとき、厳しい財政にあっても幼稚

園教育にはできる限り優先的な財政資源の配分を行うべきであるということが委員

全員の共通の認識である。そして、そうした視点から公立幼稚園の民営化は望まし

くないという意見が多くの委員から出された 」。

（注）修正文の１～４行目までについては全員の合意が得られたものと理解してお

りますが、そのことを根拠として「民営化は望ましくない」という結論に至る部

分には委員間で一致には至っていないと考えますので、最終行で「多くの委員か

ら」出されたという表現になっています。

②中長期的な少子化現象の進行を考えるとき、民営化を行った場合の引受先の安定的な確

保と、現在、公立幼稚園で提供されている良質な教育が引き続いて提供されうるかにつ

いて強い疑念があり、民営化が市民に不安と混乱を与え、幼稚園教育の質の低下を招く

ことが危惧される。今日における幼稚園教育の重要性を考えるとき、その提供は公立、

、 、私立に関係なく 将来にわたり安定的に質の高い教育が継続的に提供される必要があり

就園対象幼児数の減少によって民営化された幼稚園の運営が放棄されるようなことがお

こったり、過当競争の弊害が生ずるような事態が発生することを、未然に防ぐ必要があ

※６る。

※６ 第６回の審議会での委員からの指摘により、ここの文章表現に誤解を生じさせるよ

うな要素があることが明らかになったので、以下のように修正。
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「②幼稚園教育の重要性を考えるとき、その提供は公立、私立に関係なく、将来に

わたり安定的に質の高い教育が継続的に提供される必要がある。中長期的な少子化

の進行を考えるとき、公立幼稚園の民営化はその引受先の安定的な確保と、現在、

公立幼稚園で提供されている良質な教育が引き続いて提供されうるかについて強い

疑念がある。また、就園対象幼児数の減少によって民営化された幼稚園の運営が放

棄されたり、過当競争の弊害が生ずるような事態も予測される。このように、公立

幼稚園の民営化によって幼稚園教育の質の低下を招くおそれがあり、市民に不安と

混乱を及ぼすことが危惧される。

（注）対中委員から原案２行目、修正案４行目の公立幼稚園の次に私立幼稚園も加

えるよう要望が文書で出されておりますが、ここは民営化の対象となっている公
．．．．．．．．．．．．．

立幼稚園に着目して記述しているのであり、私立幼稚園を加える必要はないと考
．．．．

。 、えます 既存の市内の私立幼稚園が質の高い教育を提供していることについては

次の③の８～９行目で明記してあります。もし、どうしてもここに私立幼稚園を

加えるべきであるということであれば、文章のバランス上、③の８～９行目にも

公立幼稚園を加えて記述するかたちで対応させて頂きたいと思います。

③市では「宝塚市の民間活力の導入に関する基準 （平成１４年決定）において、民間が」

主体となってサービスの提供を行う方が望ましい業務範囲の基本的な考え方を示してい

る。公立幼稚園の民営化は、その基準の一つである 「民間が提供するサービスが十※７

、 」 。 、「 」 、分であり 市が撤退しても支障のないもの という要件に欠ける また 基準 では

民営化にあたって「市の業務を特定の相手方に引き継ぐ形で民営化を行う場合には、十

分なサービスが提供されるかという視点から、相手方となる者の業務遂行能力や執行体

制など適格性について十分検討すること」という「適格性」の基準が示されている。民

営化によって参入する経営主体が、これまでの市内の私立幼稚園が行ってきているよう

な優良な教育を期待しうるかどうかについては、②でも述べたように 不確定な要素※８

が強く、この点からも公立幼稚園の民営化は「基準」の定める要件を満たしていないこ

とになる。

※７ 根拠が②で述べられているので「公立幼稚園の民営化は、②で指摘したように、そ

の基準の一つである」に修正。

※８ ※７の修正に対応して 「ついても、②で述べたように」に修正。、
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以上により、本審議会は公立幼稚園の民営化の諮問によって提起された問題の解決に際

し、委員会は民営化ではなく別の方策で臨むことを求める。

なお、審議会の審議においては、公立幼稚園の果たしている役割、あるいは公立幼稚園

という形態をとることの意義として、公立幼稚園では①豊富な研修の機会が確保されてい

る、②経験豊富な教員による教育が可能となる、③障害をもった幼児の就園機会が保障さ

れる、④低廉な保育料により低所得世帯の経済的な負担に配慮することができる、⑤地域

に根ざした教育が実現できる、⑥幼小中の一貫教育が可能となる 、などをあげる意見※９

。 、 、 、があった 他方 私立幼稚園の立場からは 私立幼稚園が①研修機会の充実に努めている

②各園が創立以来の一貫した教育理念に基づく特色ある教育を行っている、③社会の要請

に応じた教育の提供を心がけている、④子育て相談などにも力を入れている、などの意見

10があった。※

※９ 第６回審議会での佐藤委員の指摘に基づき、以下のように修正。

「公立幼稚園では、①建学の精神をもたないことですべての住民に対して門戸が開

かれている、②低額の保育料で質の高い保育を提供することができる、③地域に根

ざした保育文化を創造・発展することができる、④小規模園が多く、その特色を発

揮してきめ細かな保育が実践できる、⑤公立小・中学校との一環教育により、人権

教育をはじめとして中長期的な視野にたった教育の今日的な課題に取り組むことが

、 、 、できる ⑥保育者に研究・研修の機会が保障され その資質の向上が図られている

⑦保育者の身分が保障されることで、多様なキャリアと豊富な経験に富んだ保育者

、 、」が確保される ⑧幼稚園教育要領に基づいた保育内容・実践開発を推進している

※ 対中委員からの意見提出に基づき、以下のように修正。10

「私立幼稚園の立場からは、保育料が高いにもかかわらず就園希望者・就園者が多

いのは、①各園が創立の理念に基づいて、一貫して展開している特色ある保育が地

域に支持され、親子、兄弟などに引き継がれていること、②社会のさまざまな要請

に応える多様な教育を提供していて、保護者はその考えに従って校区に関係なく自

由にそれを選べること、③保育の独自性を維持向上させるために優秀な人材の確保

と資質向上に積極的に取り組んでいること、④延長保育、預かり保育など、今日的

な課題に素早く対応していること、⑤障害児に対しても創立の理念によって門戸を
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開いている、など市内の私立幼稚園の現状についての説明がなされた。

（注）答申案の他の部分との文章表現の統一その他により、対中委員の意見を一部

修正しています。

これら公立幼稚園、私立幼稚園の優れた点は、本来、公立、私立に関係なく、すべての

幼児に対して提供されるべきものである。委員会はそうした理解にたって、今後の幼稚園

教育の振興を図るべきである。

今回、本審議会は公立幼稚園の民営化は望ましくないという結論に至ったが、市が抱え

る財政問題の深刻さ、また、市民と行政の協働や民間活力の活用の理念を考慮するとき、

今後、公立幼稚園を維持するか、民営化するかの判断は、より広範な市民によって議論さ

れるべきものと考える。また、民営化以外の幼稚園教育財政の効率化の手法についても、

検討されるべきである。したがって、 本審議会は諮問事項の３に対する答申の付帯事※ 11

項として以下の措置が講じられることを付記する。

※ 元の文章では、付帯事項において財政効率化をはかることをあげた理由に関して11

誤解を生じさせる表現になっていたため、以下のように修正。

「今回、本審議会は公立幼稚園の民営化は望ましくないという結論に至ったが、市

が直面している財政問題の深刻さ、また、総合計画に盛り込まれた市民と行政の協

働や民間活力の活用の理念を考慮するとき、幼稚園教育を限られた財政制約の下で

の優先的な課題として位置づけるべきとした本審議会の考え方が広く市民の理解を

得るための方策が講じられる必要がある。また、幼稚園教育が優先度の高い行政領

域であるとしても、その財源の多くが厳しい経済情勢の中で市民の税負担によって

、 、賄われているものである以上 同等の効果をあげうるようなより費用対効果の高い

効率的な供給手法が工夫されてしかるべきである。そこで、民営化以外の幼稚園教

育財政の効率化の手法について、検討されるべきである。そこで ・・・」、

①委員会として今後、幼稚園教育にどのように関わっていくかの 理念を早急に確立さ※ 12

れたい。特に、今後は公立、私立の枠にとらわれず、幼児の立場にたって幼稚園教育の

拡充を図っていくことが必要であり、そうした方向での委員会の関与のあり方が、私立

幼稚園との連携や相互協力、私立幼稚園への支援を含めて、市民に明示されるべきであ

る。
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※ 「いくかの」を「いくのかの」に修正。12

②多くの市民が教育に強い関心をもっている。財政再建の過程ですべての施策を一律にそ

の対象とするのか、優先的に実施すべき施策を限定し、その他を縮小するのか、その手

法の選択を市は検討すべきである。そこで、今後の幼稚園教育の意義とそのあり方を広

、 、範な市民と専門家等によって行い 幼稚園教育そのものの市の施策のなかでの位置づけ

13そのあり方を検討するための場が、新たに設けられることを求める。※

※ 最初の「多くの市民が・・・」の文は、②の文章全体の流れからみて必ずしも必要13

ではないと思われ かつ答申本体の①で既に述べらおり重複しているので削除 財、 。「

政再建の過程で」以下の文は文章としてこなれていない感がしたので次のように修

正。

「市の財政健全化は、今後、全ての施策分野を対象として一律に歳出の削減をはか

る段階から、行政が責任をもって実施すべき分野を絞り込み、それ以外の領域の歳

出を大幅に見直すことが求められる段階に移行している。本審議会では幼稚園教育

を前者の特定化された施策の一つとして考え、また、市に対してそのような位置づ

けを求めるものである。それを市民共通の認識とし、もって幼稚園教育の発展を期

するために、広範な市民と幼稚園教育関係者、学識経験者等からなる、今後の幼稚

園教育のあり方についての検討の場が新たに設けられることを求める 」。

、 、③幼稚園教育は重要な行政領域であるが それが市民の負担によって財源調達される以上

その効率化は必要である。そこで、幼稚園教育に対する市民の理解を深め、より広範な

14支持を得られるよう、以下の措置を講じられたい。※

※ 意味をわかりやすくするために以下のように修正。14

「③幼稚園教育は重要な行政領域であるが、その費用の多くが市民の税負担によっ

て財源調達される以上、同じ効果が期待できるのであれば、より財政負担を少なく

できるような手法を選択するなど、その効率化が求められる。そこで、今回の諮問

の背景にある財政事情を考慮し、かつ、幼稚園教育に対する市民の理解を深め、よ

り広範な支持を得るために、以下の措置を講じられたい。
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ｱ)公立幼稚園に関する情報公開を進めるため、各園の財務諸表の作成・公開、各園の自

己評価の実施とその公表などを検討されたい。

ｲ)公立幼稚園における保育料は低く設定されている。その公益性を考えてもなお、受益

が特定の個人に帰着する部分が多い以上、公私の保育料格差は受益と負担の公平性か

ら問題がある。また、公私立幼稚園の共存という委員会の基本方針に照らしても、公

立幼稚園の低廉な保育料はイコール・フッティング(同じ条件下での競争) の点で※ 15

問題がある。低所得世帯の経済負担に十分な配慮を行いながら、公立幼稚園の保育料

の適正化を検討されたい。

※ カタカナ表現は望ましくないので、イコール・フッティング(同じ条件下での競争)15

を 「条件の均等化」に修正。、

ｳ)公立幼稚園の運営を含め、幼稚園教育における 法人やボランティア団体等とのNPO

連携、その資源・ノウハウの活用の可能性について検討されたい。

ｴ)公立幼稚園における任期制教員の採用や、事務のアウトソーシング、運営の民間委託

など、その他、財政効率化の多様な手法の可能性について検討されたい。
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資料２

平成１５年度

宝塚市幼稚園教育審議会答申書

平成１６年２月 日

宝塚市幼稚園教育審議会
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平成１６年２月 日

宝 塚 市 教 育 委 員 会 殿

宝塚市幼稚園教育審議会

会長 前 田 高 志

宝塚市の公私立幼稚園教育の振興等について

（ 答 申 ）

平成１５年６月２４日付宝塚市教育委員会諮問第１号をもって諮問のありました標記の

ことについて、本審議会は、慎重に審議を重ねてきましたが、その結果を下記のとおり答

申します。

記

はじめに

本審議会は、諮問事項のうち 「１ 公私立幼稚園共存のもとで、待機幼児の解消につ、

いて（宝塚地域及び長尾地域における待機幼児の解消について 」は、平成１６年度の入）

園児募集の時期までに、入園待機幼児の解消を図るための具体的措置を明確にする必要が

あったため、優先的に審議を行った。

そして、３回の会議を開き、宝塚市における今後の幼児数の動向、現在及び将来の公私

立幼稚園の幼児の受け入れ能力、公私立幼稚園の共存と適正な役割分担、保育所(園)の整

備状況など、多角的な視点から審議を行い、平成１５年８月２７日に中間答申を行った。

その内容については、末尾の中間答申書のとおりである。

宝塚市教育委員会（以下「委員会」という ）は、この答申を尊重され、平成１６年度。
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から市立宝塚幼稚園と市立長尾幼稚園に仮設園舎を建設し、４歳児の待機幼児の解消と５

歳児のすべての就園希望者の受け入れの視点から、４歳児と５歳児を合わせて５学級を増

加することにより、就園の促進に努められたところである。

その後、本審議会は、諮問事項のうち「２ 今後の公私立幼稚園のあり方について（主

に幼稚園受け入れ体制について 」は、中間答申の内容をも十分に踏まえながら、市内全）

域及び中期的視点に立った公私立幼稚園のあり方、主に幼稚園受け入れ体制についてを審

議した。

また、諮問事項のうち「３ 公立幼稚園の民営化について」は、諮問事項２の「今後の

公私立幼稚園のあり方について」とも関連するが、将来の少子化傾向並びに地方分権の推

進及び宝塚市における財政状況の見通し等を十分に考慮し、宝塚市の市立幼稚園の民営化

について審議するため、諮問事項２と合わせて４回の会議を開き、慎重に審議を行った。

本文

１、今後の公私立幼稚園のあり方について（主に幼稚園受け入れ体制について）

宝塚市における幼児数は昭和５２年の就園対象幼児数をピークとしてその後減少を続

け、今後も全国的な少子化傾向のなかで幼児数の減少が続くものと予想される。しかし、

ここ数年の間に武庫川左岸の一部の地域において就園対象幼児数が増えているように、市

街地内での住宅開発の動きによっては、短期的には一時的な幼児数の増加が起こることも

考えられる。

したがって、今回の諮問において、諮問事項１で検討を求められたような事態が今後に

おいて発生することもありうることから、一方で長期的な少子化の趨勢をにらみつつ、就

、 、園を希望する幼児とその保護者に 不安と混乱を与えることのないような弾力的な対応を

速やかに実施できるような条件整備が求められている。

以上の現状・課題の認識のもとに、本審議会は以下の措置がとられることを提言する。

①委員会においては今後の人口動態の変化をできる限り的確に把握しながら、就園を希望

する幼児をすべて地域の幼稚園で受け入れることのできるような措置を講じられたい。

②受け入れ体制の整備にあたり、公立、私立双方の幼稚園を包括した全市的な教育体制を
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。 、構築することが必要である そのためには委員会が主導して私立幼稚園との相互の連携

協力関係を築いていかれたい。

③今後の受け入れ体制の整備にあたっては、近い将来に可能性のある就園対象幼児数の増

加に対しては、それが生じている地域の私立幼稚園との連携を図るなかで、当該地域内

での公立、私立幼稚園への就園が可能となるよう、必要があれば公立幼稚園での定員増

とそれに伴い必要な措置を講ずること、また、私立幼稚園に対する支援措置を講じられ

たい。

少子化により幼児数が減少していくことが予想される中長期の視点からは、幼児数の

、 、変化とその影響をふまえながら 私立幼稚園によって受け入れが可能な地域においては

基本的に私立幼稚園に幼児教育の中心的な役割を委ねつつ、委員会はすべての幼児が、

質の高い良好な教育を受けられるような環境づくりでの関与を行っていくことを要望す

る。将来の公立幼稚園の位置づけについては、委員会としてその意義・担うべき役割を

明らかにするとともに、少子化のなかでのその適正配置を検討されたい。

２、公立幼稚園の民営化について

本諮問事項の背景には宝塚市財政が極めて厳しい状況に陥っていることがある。抜本的

な行財政構造の見直しを行わなければ、将来、財政再建準用団体への転落は必至であり、

平成１５年６月２１日に宝塚市行財政システム改革推進委員会（平成１３年６月３０日設

置）から答申された「宝塚市行財政システム改革推進委員会提言」は、そうした危機意識

の下、広範な市民の立場から今後の市の行財政の改革の方向を示し、歳出削減とサービス

の範囲と量的規模の見直し、民間活力の導入が財政健全化に不可欠であることが指摘され

ている。そして、この「提言」の審議状況をふまえながら、平成１４年１０月１６日に市

長より「宝塚市の財政構造改革に向けて（緊急宣言 」が発表され、そのなかで構造的な）

総人件費抑制策としての定員削減対策基本方針の一つとして、幼稚園等の早期の民営化の

検討を行うことが打ち出された。

このように深刻な財政事情を背景に公立幼稚園の民営化が検討課題となってきている

が、今後、大きな経済成長が望めず、また、いわゆる三位一体の改革の影響で市の財政が

引き続き厳しい環境におかれるなかで、幼稚園教育のみが財政制約から自由でありえるこ
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とが考えにくいのは事実である。将来の市民の財政負担を考えるとき、幼稚園教育の場に

、 。おいても 限られた歳入の下で最大の効果をあげうるような手法が選択されねばならない

また 「第４次宝塚市総合計画 （平成１３年策定）が基本理念の一つとして掲げた、よ、 」

り豊かな市民生活を実現するためには行政の守備範囲を見直しつつ、市民との協働、民間

活力の活用を進めていくことが必要であるという考え方を、幼稚園教育においても実現す

るような努力が求められている。

しかし、今回、諮問を受けた公立幼稚園の民営化については、本審議会で慎重に検討を

行った結果、以下の理由から、その実施は望ましくないとの結論に至った。

①教育は市民の関心が最も高い行政領域の一つであり、また、幼児教育そのものの重要性

や現在の幼児をとりまく環境などを考えるとき、厳しい財政にあっても幼稚園教育には

できる限り優先的な財政資源の配分を行うべきであるということが委員全員の共通の認

識である。そして、そうした視点から公立幼稚園の民営化は望ましくないという意見が

多くの委員から出された。

②幼稚園教育の重要性を考えるとき、その提供は公立、私立に関係なく、将来にわたり安

定的に質の高い教育が継続的に提供される必要がある。中長期的な少子化の進行を考え

るとき、公立幼稚園の民営化はその引受先の安定的な確保と、現在、公立幼稚園で提供

されている良質な教育が引き続いて提供されうるかについて強い疑念がある。また、就

園対象幼児数の減少によって民営化された幼稚園の運営が放棄されたり、過当競争の弊

害が生ずるような事態も予測される。このように、公立幼稚園の民営化によって幼稚園

教育の質の低下を招くおそれがあり、市民に不安と混乱を及ぼすことが危惧される。

③市では「宝塚市の民間活力の導入に関する基準 （平成１４年決定）において、民間が」

主体となってサービスの提供を行う方が望ましい業務範囲の基本的な考え方を示してい

る。公立幼稚園の民営化は、②で指摘したように、その基準の一つである「民間が提供

するサービスが十分であり、市が撤退しても支障のないもの」という要件に欠ける。ま

た 「基準」では、民営化にあたって「市の業務を特定の相手方に引き継ぐ形で民営化、

を行う場合には、十分なサービスが提供されるかという視点から、相手方となる者の業

務遂行能力や執行体制など適格性について十分検討すること」という「適格性」の基準

が示されている。民営化によって参入する経営主体が、これまでの市内の私立幼稚園が

行ってきているような優良な教育を期待しうるかどうかについても、②で述べたように

不確定な要素が強く、この点からも公立幼稚園の民営化は「基準」の定める要件を満た
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していないことになる。

以上により、本審議会は公立幼稚園の民営化の諮問によって提起された問題の解決に際

し、委員会は民営化ではなく別の方策で臨むことを求める。

なお、審議会の審議においては、公立幼稚園の果たしている役割、あるいは公立幼稚園

という形態をとることの意義として、公立幼稚園では、①建学の精神をもたないことです

べての住民に対して門戸が開かれている、②低額の保育料で質の高い保育を提供すること

、 、 、ができる ③地域に根ざした保育文化を創造・発展することができる ④小規模園が多く

、 、その特色を発揮してきめ細かな保育が実践できる ⑤公立小・中学校との一環教育により

人権教育をはじめとして中長期的な視野にたった教育の今日的な課題に取り組むことがで

きる、⑥保育者に研究・研修の機会が保障され、その資質の向上が図られている、⑦保育

、 、者の身分が保障されることで 多様なキャリアと豊富な経験に富んだ保育者が確保される

⑧幼稚園教育要領に基づいた保育内容・実践開発を推進している、などをあげる意見があ

った。

他方、私立幼稚園の立場からは、保育料が高いにもかかわらず就園希望者・就園者が多

いのは、①各園が創立の理念に基づいて、一貫して展開している特色ある保育が地域に支

持され、親子、兄弟などに引き継がれていること、②社会のさまざまな要請に応える多様

な教育を提供していて、保護者はその考えに従って校区に関係なく自由にそれを選べるこ

と、③保育の独自性を維持向上させるために優秀な人材の確保と資質向上に積極的に取り

、 、 、 、組んでいること ④延長保育 預かり保育など 今日的な課題に素早く対応していること

⑤障害児に対しても創立の理念によって門戸を開いている、など市内の私立幼稚園の現状

についての説明がなされた。

これら公立幼稚園、私立幼稚園の優れた点は、本来、公立、私立に関係なく、すべての

幼児に対して提供されるべきものである。委員会はそうした理解にたって、今後の幼稚園

教育の振興を図るべきである。

今回、本審議会は公立幼稚園の民営化は望ましくないという結論に至ったが、市が直面

している財政問題の深刻さ、また、総合計画に盛り込まれた市民と行政の協働や民間活力

の活用の理念を考慮するとき、幼稚園教育を限られた財政制約の下での優先的な課題とし

て位置づけるべきとした本審議会の考え方が広く市民の理解を得るための方策が講じられ

る必要がある。また、幼稚園教育が優先度の高い行政領域であるとしても、その財源の多

くが厳しい経済情勢の中で市民の税負担によって賄われているものである以上、同等の効
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果をあげうるようなより費用対効果の高い、効率的な供給手法が工夫されてしかるべきで

ある。そこで、民営化以外の幼稚園教育財政の効率化の手法について、検討されるべきで

ある。そこで、市が抱える財政問題の深刻さ、また、市民と行政の協働や民間活力の活用

の理念を考慮するとき、今後、公立幼稚園を維持するか、民営化するかの判断は、より広

範な市民によって議論されるべきものと考える。また、民営化以外の幼稚園教育財政の効

率化の手法についても、検討されるべきである。したがって、 本審議会は諮問事項の３1

に対する答申の付帯事項として以下の措置が講じられることを付記する。

①委員会として今後、幼稚園教育にどのように関わっていくのかの理念を早急に確立され

たい。特に、今後は公立、私立の枠にとらわれず、幼児の立場にたって幼稚園教育の拡

充を図っていくことが必要であり、そうした方向での委員会の関与のあり方が、私立幼

、 、 。稚園との連携や相互協力 私立幼稚園への支援を含めて 市民に明示されるべきである

②市の財政健全化は、今後、全ての施策分野を対象として一律に歳出の削減をはかる段階

から、行政が責任をもって実施すべき分野を絞り込み、それ以外の領域の歳出を大幅に

見直すことが求められる段階に移行している。本審議会では幼稚園教育を前者の特定化

された施策の一つとして考え、また、市に対してそのような位置づけを求めるものであ

る。それを市民共通の認識とし、もって幼稚園教育の発展を期するために、広範な市民

と幼稚園教育関係者、学識経験者等からなる、今後の幼稚園教育のあり方についての検

討の場が新たに設けられることを求める 」。

③幼稚園教育は重要な行政領域であるが、その費用の多くが市民の税負担によって財源調

達される以上、同じ効果が期待できるのであれば、より財政負担を少なくできるような

手法を選択するなど、その効率化が求められる。そこで、今回の諮問の背景にある財政

事情を考慮し、かつ、幼稚園教育に対する市民の理解を深め、より広範な支持を得るた

めに、以下の措置を講じられたい。

ｱ)公立幼稚園に関する情報公開を進めるため、各園の財務諸表の作成・公開、各園の自

己評価の実施とその公表などを検討されたい。

ｲ)公立幼稚園における保育料は低く設定されている。その公益性を考えてもなお、受益

が特定の個人に帰着する部分が多い以上、公私の保育料格差は受益と負担の公平性か

ら問題がある。また、公私立幼稚園の共存という委員会の基本方針に照らしても、公

立幼稚園の低廉な保育料は条件の均等化の点で問題がある。低所得世帯の経済負担に

十分な配慮を行いながら、公立幼稚園の保育料の適正化を検討されたい。



- 33 -

ｳ)公立幼稚園の運営を含め、幼稚園教育における 法人やボランティア団体等とのNPO

連携、その資源・ノウハウの活用の可能性について検討されたい。

ｴ)公立幼稚園における任期制教員の採用や、事務のアウトソーシング、運営の民間委託

など、その他、財政効率化の多様な手法の可能性について検討されたい。
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資料３

おわりに(案)

今回諮問された３つの事項につき本審議会では、幼児期における教育が、その生涯にわ

たる人間形成に重要な役割を果たしていること、さらに幼稚園教育や子育て支援に対する

、 、市民の関心が非常に高いこと また一方で市の財政が一刻の猶予もない危機的状況であり

全市挙げて行財政改革に取り組む必要があることを全委員が共通の認識としつつ、様々な

角度から非常に熱心な意見交換を行った。本答申は、審議の過程では意見の違いもあった

、 。が 審議会として共通の認識を得られた部分をもとに最終答申としてまとめたものである

委員会におかれては、財政効率化への配慮をされると共に、公私立幼稚園の連携協力の

もと、宝塚市の幼児教育の発展のため、この答申を尊重され、その趣旨の実現にさらに努

力されることを心から願うものである。
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追加資料
【１】

議論を蒸し返すようで恐縮ですが、答申付記事項にある「任期制教員」導入を示唆する

、 。 “ ” 。文言は やはり問題であると認識しております 個人的には 削除 を強く要望致します

その理由を列挙すると・・・・・・

(１)公立幼稚園教員のレベルは採用後の研修もさることながら、入り口管理としての「採

用試験」(現在、兵庫県内は５０～１００倍の競争率です！)があることで維持されてい

ます 「任期制教員」の場合、採用試験は行われるのか、行われるにしても有能な人材。

がアプライしてくれるのか 疑問です 近年 女性の社会進出のみならず 男性でも 幼、 。 、 、 「

稚園教師」を志望する人材が増えてきています “生涯の仕事”として「幼稚園教師」。

を志望している若者が、果たして“任期制”の宝塚市を受験するかどうか。多くの優秀

な人材は宝塚市の公立幼稚園を敬遠するようになるでしょう。

＜回答＞

(１)任期制教員への応募について

任期制教員は新卒とは限りませんから、仮に新卒者の応募が少なかったとしても大きな

問題とはならないと考えます。競争率が５０～１００倍という厳しい競争率ということで

すから、新卒者でなくても優秀な人材のプールは存在するはずですし、経験者の応募も期

待できるはずです。また、組織運営上、任期制教員制度を導入するにしても全教員をその

形態で採用することにはなりませんから、任期制教員の採用が直接にご指摘のような問題

を生じさせるとは考えません。

(２) 任期制教員 で新卒者を採用した場合 教育公務員特例法 で規定されている 初「 」 、「 」 「

任者研修」制度は適用されると思います。１年間にも渡る「初任者研修」をめぐり、宝

塚市は予算・人的・物的資源の提供をするわけです。そこまでして“育てた”教員を、

わずか３年か５年で“辞めさせる”のは、宝塚市の幼稚園教育界において大きな損失な

のではないでしょうか？ これは、私立幼稚園で一番問題になっている“人事 “人的”

資源・人的環境としての現職教員の資質向上”をめぐる問題を“公立幼稚園”に持ち込
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む愚行に他なりません。

＜回答＞

(２)研修の問題について

研修は時間内に行われるわけですし、追加的費用は合宿研修等を除いてさほどかかるわ

けではありませんから、予算上のご心配は無用かと思います。任期制教員として優秀な人

材であれば、継続任用や、正規教員への登用も弾力的に考えられますし、人材の流動化に

よって新たな優秀な人材を雇用する機会も生ずるかと考えます。

(３)幼稚園教員が「行政職」であることがそもそも間違っています。阪神間では宝塚市だ

けなのではないでしょうか？ 本来は「教育職」であるべきです。

高等教育を終了して 「幼稚園教員免許」を持っている立派な「専門職」に対して、

“給料が高すぎる”と不満を漏らすこと自体、認識が間違っているのではないでしょう

か。私の感覚では、現在の「給与水準」でも“低額過ぎる！”と感じたくらいです。宝

塚市公立幼稚園教諭を早急に「教育職」へと転換していく方向性を探って欲しいと思い

ます。

＜回答＞

(３)給与表の問題について

給与表の問題は諮問を受けている教育委員会に裁量権限のあることではありませんので

議論はいたしません。ただし、給与水準が高い、低いということを問題にされたいのであ

れば、民間の給与水準とのバランスを考慮することの重要性から前回審議会でいくつかの

具体的な数字でお示ししたところですが、答申そのものでは給与水準の問題には論及して

いません(同時に、前回審議会では教員給与の引き下げは制度上、不可能であることも述

べさせて頂きました)。

給与水準が高い方が優秀な人材が確保されるわけですから、無論、条件され許せば高い

方が望ましいと考えます。しかし、公立幼稚園経費の約８割を占める幼稚園教員の給与は

小中学校教員のように国費、県費各２分の１で負担されているわけではなく、市費で全額

調達され、かつ交付税の基準財政需要にも国の定める給与水準で(宝塚市については)４園
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分のみが算入されるにすぎないことから、どうしても市税を負担している市民の収入水準

とのバランスを考慮する必要があります。市財政が破綻寸前であればなおさらのことかと

考えます。

(４)チィームワークを必要とする保育現場において 終身雇用権を有する保育者 と 任、「 」 「

期制保育者」が、本当に“対等”かつ“ ”な関係で仕事をしていくこOPEN MINDED

とが出来るでしょうか。単なる組織内の努力のみでは解決できない問題を孕んでいると

思います。

＜回答＞

(４)正規教員と任期制教員のチームワーク等について

もし、常勤の正規教員と任期制教員との間での協調・協力体制に問題が生ずるのであれ

ば、行政・教育委員会と正規の教員がそれを解決する努力をなすべきことは当然です。民

間ではそのような努力は常識です。

(５)子どもを預ける保護者の側に立ったとき、教員間の“待遇差”が“保育者の資質能力

の差”として受け止められ、あらぬ誤解や差別を生み出し、現場を混乱させる危険性も

十分に考えられます。

＜回答＞

(５)任期制教員に対する保護者の受け止め方について

、 、 、(４)と同じで 民間であれば サービスの提供対象者に不安を生じさせないような努力

、 。 、 、工夫は常識であり 行政にも同じことが求められます (なお あくまでも一般論ですが

保育者の資質については、職を保障されることでのモラル・ハザードの発生、任期制であ

るからこそ継続採用を得る緊張感で努力をするという要素も否定できないと思います。)

(６)「保育者 「幼稚園教諭」という職業は“若さ”もさることながら “経験”がもの」 、
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をいう部分が多分にあります。何分、単元や教科書、参考書、教師用のマニュアルが無

い訳ですから、にもかかわらず、臨採や非常勤で公立幼稚園の人材を確保していくこと

は、次代を担う“ベテラン保育者 “管理職”を空洞化していく愚行に他なりません。”

きちんとした採用計画に基づいてバランスよく人材が確保されてこその“公立幼稚園”

です。様々な世代の教員が存在するのみならず、保育者としてのライフコースを歩んで

いくことでその資質形成・向上が図られていくことを鑑みると “任期制”の導入は大、

問題です。

＜回答＞

(６ )人材の空洞化の問題化-1

組織運営上、常勤の教員を長期にわたって採用しないことは考えられませんから、人材

の空洞化はご懸念に及ばないかと考えます。何度も申し上げましたように、われわれ市民

が直面しているのは現在の市の財政危機であり、それを背景とした今回の諮問に際し、こ

の間を乗り切るための任期制教員の採用を検討してはどうかとご提案申し上げているわけ

ですし、今後、将来、必要であれば優秀な人材の中途採用もありうるかと存じます。

公立幼稚園の意義は 保育者の質の高さにあります その質を保障している条件が 採、 。 、「

用試験 「身分保障 「系統的な研修制度」にあると思います “任期制教員”の導入は、」 」 。

人的資源としての保育者の資質、あるいは保育者集団の足並みを乱す“愚策”であって、

公立のメリットを骨抜き、空洞化させる以外何者でもありません。計画的な採用人事があ

り、産休や病気療養、介護休暇、その他不測の事態には“臨採”で対応するにしても、任

期制の導入は、いたずらに現場を混乱させるだけであると考えます。

市民に対する行政の「義務 「特別な意義を持った“教育”という使命」を担っていく」、

ために「公立幼稚園」を堅持していくのであれば 「教員の採用 「計画的・組織的な研修、 」

制度」の保障は不可欠の条件です。これらの条件をないがしろにするのは、公立幼稚園を

“効果的に運営”するうえで大きな障害となります。したがって、たとえ“将来の検討事

項を示唆する”という意図であっても、本審議会答申のなかに「任期制教員」という可能

。 “ 」性を明記することには承伏出来ません 今回の答申で 公立幼稚園民営化は適切ではない

という結論にいたったのは、当審議会に置いて“公教育としての幼稚園教育の必要性”が
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“教育の倫理”によって認められたからであると理解しています。にもかかわらず、答申

の最後に、公立幼稚園存続と抱き合わせ(交換条件)のごとく「財政の論理」が巧妙に入り

込んでいるのはいかがなものでしょうか？ 「財政の論理」によって「教育の論理」がな

し崩しになる危険性があるからです。

「可能性」を示すのである程度であれば、今回の答申にあえて“明記”する必要もない

と考えます。

以上の諸点に納得できる「教育の論理」に基づくご回答を(他の審議会メンバーで「任

期制教員」明記に賛成をする方々に)求めたいと存じます。

＜回答＞

(６ )-2

まず、私たち審議会は財政破綻の聞きに瀕した宝塚市の教育委員会への答申を行おうと

しているという現実をご理解願いたいと思います。市は財政健全化への努力を重ねていま

すが、市民の広範・多様な行政ニーズを調整しながらの経費節減は容易ではありません。

そのような中で私たちが幼稚園教育の重要性を強調しても、それが市民の支持を得ない限

り、現実の施策に反映されることは難しいと思います。

あえて言わせていただけば、幼稚園教育も公共サービスの一分野にすぎず、とりわけ、

宝塚市民の税金が投入されている割合が大きい分野であることからも、私たちが答申で求

めた幼稚園教育への優先的な予算配分を確保していくためには、市民の理解と支持が不可

欠です。ここ数年、総合計画やまちづくり基本条例、市民参加条例策定など市民参加の多

22くの市の委員会等に参加させて頂いた私の経験から、また、公募市民が半数を占めた(

名中、 名、その他ＮＰＯ関係者や教育学者も参加)宝塚市行財政システム改革推進委員11

会の提言がなされ 財政再建を訴える市長 市議会議員が選出されている事実からも 幼、 、 、「

稚園教育は重要だから財政は関係ない」という論理は、残念ながら通らないと考えます。

市民の税金によって賄われる公共サービスである以上、幼稚園教育においても「所与の

成果・効果をできるだけ低い負担であげる」ことが当然、求められます 「低い負担で済。

ませれば成果・効果は必ず低下する」という考え方もありますが、普通、民間では「それ

では低いコストで所与の成果・効果をあげるにはどのような工夫が必要か」を、まず考え

るわけです 「そうした工夫・努力はできない、すべきではない」ということであれば仕。

方がありませんが、市民は教育を含めた公共サービスに対して「低い負担で大きな効果」
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を求めています （ですから宝塚市行財政システム改革推進委員会も公立幼稚園の民営化。

を提案したのだと思います。)

したがって、この答申で重要なことは、答申本体に盛り込まれた内容とともに、審議会

が上記の背景を真摯に受け止め、具体的に財政健全化において幼稚園教育の分野で工夫で

きることはないかを考えたか否かであると考えます。その意味で任期制教員などの具体的

な方策についての論及は絶対に必要です。

次に、私はこの審議会の会長としてこの答申の「後」を考えております。今回、公立幼

稚園の民営化が回避されえたとしても、財政再建の過程では、当然、それでは終わりとい

うことにはなりません。財政健全化を推進する部局からは、民営化以外のコスト削減策が

求められるのは必至であり、その中には任期制教員も含まれるでしょう。私個人は任期制

教員制度に伴う問題は努力次第でクリアできるものであり、○○委員ご指摘の問題は任期

制教員の導入の是非を検討すること自体を退けるものではないと考えます。

しかし、仮に任期制教員が本当に望ましくないのであれば、そのための議論はきちんと

しておかねばならないはずです。そのことをふまえて、答申案の付帯事項では任期制教員

の可能性(是非)について検討する、としているわけです。

○○委員は「教育の論理」という言葉を使っておられますが、それが「公立幼稚園が現

在、果たしている役割は市が幼稚園を直営形式で、正規の常勤職員のみにより教育を提供

するのでなければ果たせない」といことであれば、審議会の中にそのような共通の認識、

合意はありません。すなわち、公立幼稚園が果たしている役割は条件が整えば私立幼稚園

でも果たしうるとする意見もあります。また、公立幼稚園の維持を「義務」とされる委員

のご主張は審議会の共通の認識とはなっておりません。

したがいまして、今回の民営化反対の論拠はその対立を回避して、①現在の公立幼稚園

が果たしている役割・意義が民営化で新たに参入するであろう幼稚園には期待できないお

それと、②既存の私立幼稚園との過当競争により幼稚園教育に混乱を生じさせるおそれが

あること、③民営化ガイドラインの要件を公立幼稚園の民営化が満たさないこと、で論理

構成をしています。

なお 「教育の論理」として審議会の全委員にご了解頂いていることは「市政における、

幼稚園教育の優先 「公私立幼稚園を問わず質の高い教育を行政は提供すべきである」な」、

どであるかと考えます。
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最後に、会長として 「教育の論理」と「財政の論理」の二分法ではこの答申を考えて、

いないことを述べさせて頂きます。ちなみに「財政の論理」というとまるで経費の節減の

みを考えているように誤解される方もおられるかもしれませんが、それであれば財政学な

どという私の専門とする学問領域は不要です。公共サービスには税負担という納税者の痛

みが伴うわけですから、負担をできるだけ少なくして、最大の便益をもたらす方途はない

かを考えるのが「財政の論理」であり、その意味で「納税者の論理」と言った方が適切か

もしれません。そして、実際の便益や効果の評価については財政学の範囲を超えるもので

あり、教育領域であれば「教育の論理」に委ねられるべきものです。

しかし、他方で「教育の論理」だけで教育行政を考えられるのであれば、その論理を実

現するための安定的な財源の確保がどうやって可能なのかが議論されず、非現実的なもの

となってしまうおそれがあります。

今回の答申に際して、私は答申を現実的なものとすることを考え、市民の理解と支持を

得て長期的な視点から幼稚園教育の拡充をはかるために、この財政危機を乗り越えるため

の暫くの間、できうる努力は検討すべきと考え、付帯事項として任期制教員等の文言を入

れました。ご理解を頂きたく存じます。

※財政再建準用団体になった時の責任と負担は市民自身が負わねばなりません。企業倒

産であれば株主は有限責任ですみますが、市が財政再建団体になったときの市民の負担は

無限責任となります。

【２】

「行政職」に対する私の意見ですが、あながち“誤解”ではない点について、いくつか

問題提起をさせていただきます。

(１) 「教員」という専門職に対する俸給の基準が「一般行政職」で良いのか？ 専門職

に対する「評価」が適正であるとは思えません。また、その事実を市民はどのように

受け止められるのでしょうか？

(２) 「給料表」が「行政職」扱いであるということは 「残業手当」のようなものも保、

障されているのでしょうか？ 一般に、教員のしごとは「 ９ ５」で終わるもfrom to

のではありません。幼稚園の先生でも、６時、７時と仕事に節目がつくまで幼稚園に

残られたり、仕事を家庭に持ち帰ることもあろうかと存じます。
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「教育職」の場合は、専門性に対する評価もさることながら、そうした“陰の努力・苦

労”に対する評価として、一般行政職以上の「給与」が支払われていると解釈します。そ

の代わり 「残業手当」は付いてきません。それを承知で、ただ“熱意”と“責任感”(単、

に能力が低く、段取りが悪い私のような輩もおりますが)に突き動かされながら、教師は

時間外労働に勤しんでいます。

ところが、例を挙げるとアメリカのボストンでは 「公立学校は税金で運営されている、

のだから、規定時間外の労働は一切認めない、光熱水費の支出も許されない」という論理

で、教師は午後４時以降、学校に残ることが許されません。その代わりに、学校設備の管

理・清掃は用務員が、教材準備はボランティアや専門のパートタイマーが教師に代わって

行うことになっています(教育学者としては、あまり良いシステムであるとは思いません

が)。こうしたシステムが未確定の日本では、幼稚園教員は保育の他にもありとあらゆる

事柄を処理していかなければならないでしょう。必然的に勤務時間が長くなり、過分な労

働力を投入せざるを得なくなります。

にもかかわらず、最近では財政難を理由に“残業を認めない “残業を制限”している”

自治体が増えていると聞いています。宝塚市はいかがでしょうか？ 「幼稚園教師＝行

政職給与体系＝残業になる場合はいちいち書類を切って上司の許可を得なければならな

い」 この構図のなかで、残業申請の書類を作成したり、あるいは残業が認められない

“ ” 。ために自宅での サービス残業 が強いられるようなことがあれば問題であると思います

「 」 「 」 、幼稚園教師 がスムーズかつ納得の上で 教育 という仕事に従事していくためにも

「教育職」としての「給与体系 「待遇」を１日でも早く実現されることを切望します。」

以上、私見を述べさせて頂きました。

【３】

１ Ｐ４、Ｌ４から、次のように差し替えて

「私立幼稚園の立場からは、高い保育料にもかかわらず就園希望者が多く、現に就園

者数が多いのは、市場原理に委ねられている中で、①各園が創立の理念に基づいて、一

貫して展開している特色ある保育が、地域に支持され、親子、兄弟などに引き継がれて

いること、②社会の様々な要請に応える多様な教育を提供していて、保護者はその考え

に従って、校区なしに自由にそれを選べること、③保育の独自性を維持向上させるため
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に、優秀な人材の確保と教員の資質向上のための研修などに並々ならない努力をしてい

ること、④延長保育、預かり保育など、今日的な課題にも素早く対応していること、⑤

障害児に対しても創立の理念によって、門戸を開いている、などの実情が出された 」。

＜回答＞

委員からの意見ということで、原則として委員のご指示の通りに修正させて頂きました

が、表現の一部につきまして前後の文書とのバランス等から委員の案を少し変えておりま

す。

、 「 」 、なお ①の前にあります 市場原理に委ねられている中で という箇所につきましては

広義の公益法人である学校法人について、利潤極大化を前提とした市場原理という言葉は

なじまないと考え、割愛させて頂きました。

２ Ｐ３、Ｌ１１公立幼稚園の次に

「私立幼稚園」を挿入する。

理由 私立幼稚園も良質の教育を提供し、市民に支持されている。現在小規模な園が

多く、民営化のやり方によっては、ここで指摘されていることは、私立幼稚園に

もあてはまる。

＜回答＞

ここ(②)は民営化の対象となっている公立幼稚園について述べているところですから、

私立幼稚園をあえて加える必要はないかと思います。現在、市内の私立幼稚園が質の高い

教育を提供されていることは次の③の中で論じています。もし、②に私立幼稚園を入れる

のであれば、バランス上、③にも公立幼稚園を書き加えることにさせて頂きたいと考えま

す。

３ 審議委員について

諮問事項３は、市の財政事情が背景にあることを十分に理解されていない方もおられ

るようである。論議の入り口から民営化反対では、市民税を払っている私にはまったく

納得がいかない。反対の審議委員には、財政建て直しをどう考えておられるのか、ぜひ
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尋ねてほしい。

４ 会長先生にお尋ね

結論で述べている段階では、２回とも 「今回 」とつけておられる。何か意味があるの、 、

でしょう。ぜひ伺いたい。

＜回答＞

「今回」という言葉は特に考えることなく用いています。ただし、ご質問に含まれた意

味をふまえて、個人的な見解を述べさせて頂くならば、公立幼稚園が現在、果たしている

役割はその大半が私立の幼稚園でも条件によっては果たしうると考えます。ただし、これ

は個人的な見解であって、審議会の共通の認識ではありませんから、答申ではそのことに

は一切論及しております。


