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平成２８年第１３回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２８年７月１４日（木） ２ 場 所 宝塚市役所 ２－４・５会議室 ３ 開会時間  午後１時３１分 ４ 閉会時間  午後２時２５分 ５ 出席した委員の氏名  須貝 浩三教育長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、篠部 信一郎委員 及び森 恵実子委員 ６ 除斥した委員の氏名   ７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 管理部長       和田 和久 学校教育部長     西澤 健司 社会教育部長     立花 誠 管理室長       西本 学 学校教育室長     田上 裕一 生涯学習室長     島廣 弘二 

職員課課長      田邊 哲朗 学事課長       高田 輝夫 学校教育課長     井上 秀清 教育研究課長     井上 淑子 教育支援課長     福本 徳子 青少年センター所長  柳田 覚 学事課係長      佐藤 隆政 
 ８ 会議の書記 教育企画課課長    柳田 直記 教育企画課事務職員  小松 謙太 ９ 議題  ○議案第１６号 宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について 
 

10 その他 ○報告事項   教職員の非違行為における処分結果について【 非公開案件 】 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３１分 ───────────── 須貝教育長  皆さん、こんにちは。平成の２８年第１３回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  なお、本日の会議から今月１日に教育委員に就任されました森 恵実子教育委員が出席されています。ご挨拶をお願いできますか。 森委員    皆様、こんにちは。７月１日から種谷委員の後任で務めさせていただきます森です。  今ここに座らせていただいて、随分前に事務局のほうに座ってどきどきしながら、教育委員さん何も質問しないでちょうだい、みたいな気持ちでいたのを思い出します。教育委員の仕事としてはわからないことも多いと思いますので、先輩の教育委員の方々からご指導いただきながら、一方で、私も教育現場の出身でありますので、その経験を生かして少しでもこの委員会の中で現場の声を反映できたらと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 須貝教育長  ありがとうございました。皆さん、今後ともよろしくお願いします。  傍聴者のほうはどうですか。 西本室長   今のところ、どなたもおられません。 須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。  まず本日の署名委員、井上委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、議決事項が１件、議決事項以外の案件が１件、進行について事務局、よろしくお願いします。 西本室長   本日の付議案件は議決事項１件、議決事項以外の案件は１件です。  議案第１６号 宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について。  報告事項といたしまして、教職員の非違行為における処分結果について。  審議の順番ですが、今申し上げました順番でお願いしたいと思います。  なお、教職員の非違行為に関する報告事項につきましては、個人に関する事項を含んでおります。非公開での報告とさせていただきます。以上です。 須貝教育長  それでは、始めさせていただきます。  議案の第１６号 宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について、担当課よろしくお願いします。 高田課長   議案第１６号 宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  本件は、市立幼稚園の園児数が減少する中、子どもたちが等しく、望ましい教育を受けることができるよう教育環境を整備することを目的に、宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針を策定しようとするものです。  同基本方針の案については、教育委員会での検討の後、全市的な意見を取り入れるため、平成２８年４月１１日開催の都市経営会議の付議を経てパブ
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リック・コメントを実施したところです。  パブリック・コメントは本年５月２日から６月１日にかけて実施し、その結果、１２２人から１７０件のご意見をいただきました。  その意見につきましては、個別具体的なご意見が多かったことから、今後策定する実施計画において可能な限り反映させることとしており、本基本方針については、原案どおりとして教育委員会の会議において提案するものです。  添付いたしました冊子、Ａ４の横のホッチキスどめ冊子なんですけども、「宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針（案）」に対するパブリック・コメント手続に基づく意見募集の結果一覧表でございますが、まず１ページ目の１つ目なんですけども「適正規模の考え方」小規模化が進んだ幼稚園・小学校についてということで、小学校の連携も含めてのご意見ですが、ここにつきましては原案どおりといたしまして小学校においても同様に適正規模・適正配置を進めており、幼稚園と同様に小規模校への対応について、今後、具体的な検討を進めることとするという回答です。ここの内容につきましては、特に中山五月台小学校を想定されたご質問だということで、小規模な幼稚園、小規模な小学校は小規模な学校として今後残していったらどうですかということのご意見に対しての回答ですが、計画どおりということになります。  ２つ目、「適正配置の考え方」なんですけれども、中山五月台幼稚園の閉鎖についてということなんですが、ここに住む子どもたちはどこに行ったらよいのかということなんですけども、本市では幼稚園の就園を希望する幼児が公立、または私立のいずれかの幼稚園に就園できるよう公立幼稚園の定員等を決定しているという経過がございます。  私立へ行かれる方につきましては、なお書き以後の回答にありますように、私立幼稚園就園奨励費により私立幼稚園へ就園された保護者の所得に応じて補助金を交付しており、私立幼稚園への就園に伴う保護者負担の軽減に努めているというふうな回答です。公私立どちらかの園に就園できるような、そんな体制づくりで宝塚はやってきたというところでございます。  ２ページ目です。既に小規模化が著しい園ということで、中山五月台幼稚園に関する具体的な計画策定について、その交通手段、安全性、適正規模・適正配置は誰にとっての適正か、市の都合のよいように決めないでほしいであるとか、下のほうでは山手台の開発が進んでいます。長尾幼稚園だけでは受け入れが難しくなると思います。あるいは、市は机上の空論では困ります。幼稚園の特色、住民、子どもの声にもっと耳を傾けてほしい。ということなんですが、本基本方針の策定に当たっては、２６年度に開催した幼稚園教育審議会において公立幼稚園の適正規模・適正配置について諮問し、答申を得ており、その後も庁内関係者で構成するあり方研究プロジェクトにより、具体的な施策について検討を重ねて教育委員会の会議に諮って基本方針案を策定してきました。それと、幼児教育というものは一定の園児数や学級数があ
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ることにより、子どもが集団の中で多様な考え方に触れ、認め合い、切磋琢磨することを通じて一人一人の特性や能力を伸ばすことから、いろんな理屈はあるんですが、一定の園児数や学級数が必要であるという教育的な視点からお答えをしております。  次に４番目ですが、ここは中山五月台幼稚園存続に係るご要望についてということで、この２ページから１０ページまで及んでおります。ただ、いろんな意味で全て存続をお願いします、残してほしいとか再検討してほしいというような、中山五月台幼稚園の固有の要望になってきますが、本基本方針につきましては中山五月台幼稚園という具体的な園名を出しておりませんので、この回答につきましては、本基本方針案に基づき策定する実施計画によって具体的な計画を策定する予定としており、現段階では基本的な考え方を示したものですということで、中山五月台幼稚園に係る回答というものは差し控えているところでございます。  １０ページまでが、こういった中山五月台幼稚園を残してほしいというようなご意見でした。  次に１０ページになります。ＮＯ．５ですが、基本方針案全体について、これも３４件、１９ページまでわたっているんですけれども、データを見て判断しただけで何も子どもたちのこと、またそこに生活する子育て世帯のことは考えていない宝塚市になってしまうのは残念だというご意見や、四、五歳児の通える範囲、地理的なもの、私学に通わせる経済的な負担、公立の幼・小・中の連携、地域での幼児から青年期までの一貫した子ども育成、自然を取り入れたお山の幼稚園としての教育内容、それらを考慮することなく数のみで統廃合を判断されようとしておられるということで、我々の示した基本方針のところ以外のところのいろんな理由でもって基本方針の見直しをというようなご意見なんですけども、こういったものが３４件ございました。回答につきましては幼児教育を含む学校教育は一定の規模、ご意見の中ではやっぱり小規模でもということだったんですが、一定の幼稚園園児数や学級数があることにより、子どもが集団の中で多様な考え方に触れというこの基本的な考え方のお答えをしていることをあわせて、公私立が連携して受けていることから私立幼稚園の就園奨励費事業の説明、あと中には待機児童解消というようなご意見もあったんですが、幼稚園では３歳児以上しか受けることができません。そこで保育所における待機児童の解消にもつながるというご意見があったんですが、保育所における待機児童の解消等のため預かり保育を充実するようなご要望がありますが、保育所等では、保育所等の「等」は認可型保育施設も含むことから保育所等と言っていますが、ここではいわゆる０歳児から５歳児まで受ける長時間の保育所のことを指します。この保育所等では０歳児から２歳児に待機児童が集中しており、幼稚園の年齢層である３歳児以上について待機児童はごく少数です。したがいまして、公立幼稚園における就労支援としての預かり保育、いわゆる長時間の預かり保育の需要は非常に少ないものと考えています。既に現在では、午後５時までの預か
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り保育を全園で実施しておりますということで、その他のご意見は今後の施策の展開の参考とさせていただきますということで締めております。  続きまして１９ページの後段、これも基本方針案の中で、地域や利用者のニーズについてということですが、ここでいただいているご意見につきましては、こういった幼稚園の保護者活動の中からいろんな活動が生まれて地域ニーズに応えている、そういう基礎となる幼稚園がなくなってしまうと展開しないというようなご意見だったんですが、これは今回の適正規模・適正配置と直接関係ありませんので、今後の施策展開の参考としますということで締めております。  次にＮＯ．８なんですけども、適正の配置の考え方で通園できる区域などについてということなんですが、宝塚の市立幼稚園におきましては過去から園区というものの設定はございません。市内のどこからでも通園していただくことができるということになっております。ただし、ＰＲが足りないというようなご意見もありますので、今後の募集要項などでそういったことをしっかりとＰＲしていきたいということの回答をしております。  次にＮＯ．９、公立幼稚園と私立幼稚園の違いということですが、これはご意見なんですけれども、私立幼稚園と市立幼稚園では需要が違うと思うので、私立幼稚園の立地状況等を考慮する必要はあるのでしょうか。全然やってることが違うので、余り私立を考えなくてもいいんじゃないかというようなご意見なんですが、本市の就園希望者の受け入れについては義務教育である小中学校のように、全市全ての児童生徒の受け入れを想定したものではなく、公立幼稚園と私立幼稚園が連携して就園希望者の受け入れを行っていますので、全ての幼児を公立幼稚園で受け入れするのではありませんと。それと私立幼稚園就園奨励費のくだりを触れているところでございます。  次に１１番をご覧いただきまして、適正規模の考え方の中で１学級当たり２０人程度というくだりがございます。方針のほうでは２０人以上としているんですが、幼稚園教育審議会では２０人程度としたところの整合性ということですけども、回答のほうでは、幼稚園では２０人程度との答申を受けましたが、関係職員で構成するあり方研究プロジェクトでは２０人以上が望ましい１学級当たりの園児数としています。  本基本方針ではこの２０人以上を採用し、定員などを定めた宝塚市立幼稚園の規則との整合性を図り、２０人から３０人あるいは３５人としたところです。  続きまして２２ページですけれども、ＮＯ．１３の一旦閉鎖された市立幼稚園の復活についてということですが、本基本方針中に５年後に見直しというくだりがありますが、状況によっては復活も考慮されているのかが疑問であり、一旦閉鎖した施設を再使用する場合は費用がかかる。また、事実上、復活は困難ではというご意見なんですが、回答で平成８年度に閉園した市立幼稚園が平成１２年度に再開した経過があります。今後も何らかの事情により就園対象人口が激増し、そのときの既存園での受け入れが困難な場合は別
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途対応について検討が必要であると考えていますということで、全ての可能性を閉じたわけではないという意味合いも込めてこういった回答にしているところでございます。  次に１４番、基本方針案に対する視点ということなんですが、２行目、広報たからづか６月号では幼稚園の配置、規模の適正化が行財政改革の目玉の一つになっている。これは広報たからづかのほうでそういう出方があったのは事実でございます。そこへの財政的な事情でこういった統廃合を進めるんじゃないかというご意見ですが、この市立幼稚園の適正規模・適正配置などの基本方針の策定に当たっては、２６年度に幼稚園教育審議会を設置してしっかりと議論してきて進めてきたものです。ということで、財政を否定するわけではないんですが、それを一時的にやってきたものではないという意味合いを込めてこういった回答にしております。  続きまして１５が、良元幼稚園の閉鎖とまちづくりに関する視点ということなんですが、これは転入されてきた方のご意見ですけども、居住地を検討する際の重要な要件としてこういった公共施設や教育機関というものが上げられると。そういった中に幼稚園が急に廃園になってしまうということになると、そこに居住地をせっかく選んだのに全然状況が変わってくるじゃないか、そういったご意見なんですけども、教育機関には教育効果が十分に発揮できる環境、そもそもの目的は発揮される環境が必要であり、そのことが設置目的を達成することになりますということも回答しております。  次が１６番目になってくるんですけども、幼稚園の適正規模の２０人から３５人についてとありますが、本気で子どもの一人一人の個性に寄り添った教育を全力で行うなら、望ましい園児数をどの学年においても最大で２０人程度と感じますということですが、一定の園児数については幼稚園教育審議会答申についてとプロジェクトのほうから園児数を定めておりますということで、２０人以上３０人あるいは３５人にしているところです。  １７番、全般的にということなんですが、就学前教育の充実について、インクルーシブ教育についてなんですが、本基本方針ではそこまで規定したものはございませんので、今後の施策展開の参考としますという回答にとどめております。  １８番なんですけども、適正規模の考え方の中の今後の進め方の幼稚園教育審議会の答申についてということですが、１学級当たりの人数が書かれております望ましい学級数もあるが、五月台幼稚園は１学級２０人以上であり単学級であると、このページの小規模化が著しい園というふうな規定があるんですが、園児数の減少に応じて取り組む園にも当てはまるのでどちらになるのかお答えいただきたいということです。本基本方針に基づき策定する実施計画のほうで具体的にお答えするということで、五月台幼稚園を指定して質問されてきておりますのでそういったお答えになります。特にある幼稚園のほうに園名指した計画は出ておりませんので、そのようなお答えでまとめております。 
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 次に１９番目です。ここも適正規模の考え方で１学級当たり２０人以上を望ましい園規模とする考え方についてということなんですけども、そもそも適正配置の根拠となる適正規模については１学級当たりの園児数２０人以上とするとあるだけで基本方針のどこにも、なぜ２０人以上なのかの説明がありません。学年複数学級の理由については答申書から引用した説明が載っていますが、ここでは論外としますというようなご意見をいただいているんですが、小規模校の予算というのはどういうものですかというようなご質問がございます。小規模校の予算についてはきめ細かい対応ができることなどが上げられますが、子どもの育ちの観点から見た場合、一定の園児数や学級数があることにより、今まで説明してきた子どもの集団の中での生活についての観点になります。  一定の園児数や学級数が必要であると考えておりますということで、いろんな考え方をいただいていますが、市としては今回定めた一定の園児数や学級数が必要であるという考え方を示しております。  次に２０番目、今後の地域への周知についてということですが、回答のほうの下から３行目、該当する幼稚園に対しては説明会を開催する予定としております。詳細については、実施計画策定後にお知らせする予定としておりますということで、地域に対してどういう説明をしているのかということに対してのお答えをしております。  次２６ページの２２番目なんですけれども、公立幼稚園の配置と通園手段の検討についてですが、中山台を指定してるんですけれども、遠くなるのでこの園についてどうしていくんですかということです。適正配置を考える場合、原則として市立幼稚園のあるブロックを基準に検討を進めることとしており、一方では私立幼稚園の設置状況をあわせて総合的に判断することとしております。市立幼稚園の通園手段については原則として保護者により送迎を想定していますが、今回のパブリック・コメントでいただいたご意見、ご要望については精査し、今後、実施計画の策定時に参考としますということで、通園の手段なんかも今後実施計画の中で具体的に策定していこうとするものです。  次に保・幼・小・中連携についてということなんですが、これは今現在、小中学校のほうで、学校教育について取り組んでいる内容などを記載しております。  次２４番目、公立幼稚園と私立幼稚園の区別ということですけれども、３年保育・弁当・園バス・預かり保育の延長・クラブなど全てを私立と同じようにする必要はないと思う、私立と市立の区別化をして市立の良いところをしっかりとアピールして残してほしいということです。本市の就園希望者の受け入れについては、小中学校のように全ての園児を公立で受け入れするものではないんですよと。公私立が連携して受け入れるということと、私立幼稚園の補助金のくだりをここに入れております。  続きまし２５番目は、右岸側に２園、左岸側に４園、西谷に１園という基
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本配置の考え方、進め方についてを中心に幾つかの質問をいただいております。  まず１つ目、１２園から７園を適正配置とした詳しい経過ということなんですが、これは人口比が２対１であることからこのようにしているというような答えを入れてます。  あと適正規模・適正配置を進めるに当たって、１から３というのは既に小規模化が著しい園等の対応、それと廃園してた園を待機児童解消のために復園させた園、それと段階的に閉鎖するというこの３段階の具体的な計画はどういうことを指すのかというご質問につきましては、今後この基本方針を具現化するための実施計画を早期に策定して、そこでお知らせしますという内容にまとめております。  次に２６番なんですけども、これは基本方針の中でも文科省のアンケートを出しているんですが、そこでのアンケートの内容について、１０％では余りにもサンプルが少ないということなんですが、全国の１０％ですので決してサンプルが少ないわけではないというようなお答えにしております。  続きまして、２９ページの２９番です。保護者への影響はということなんですけども、この基本方針、後に実施計画になるんですけども、就園を希望される保護者には影響が出ない、２歳児から取り組みを開始するとしておりますので、影響がないということになります。  次に３０ページ、３２番になりますけれども、今後の就学前教育の充実についてという項目の３年保育についてというのを３５ページまで、合計２３件の要望をいただいております。  ３年保育を公立幼稚園で実施してほしいという趣旨の内容、全て同じ共通の内容になりますが、答えは、やはり基本方針の確定後、実施計画として具体的に３年保育についての計画を策定することとしておりますというお答えにしております。  続きまして３５ページのＮＯ．３３ですが、適正配置の考え方で通園事情に伴った公立幼稚園の配置についてということなんですけども、公立幼稚園がなくなってしまうと非常に、１園なくなってしまうと通園距離が遠くなってしまうということなんですが、それについて本基本方針の策定後、実施計画の中でそういった通園方法についても具体の検討、検討課題であると認識していますということで、これも１６件ございます。３８ページまでの１６件ございます。  この後、３８ページですけどもまちづくりという観点からの公立幼稚園の配置についてということなんですが、これも多数意見をいただいておりまして、町を構成する上で公立幼稚園だけでなく、小学校、中学校などの公共施設の有無は、まちづくりの視点から大きな要素になるものと認識しております。  他方、幼児教育を含む学校教育は一定の園児数や学級数があることによりということで、教育の中身をまずは第一に考えていきたいというお答えにし
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ております。  続きまして４１ページのとこですね、今後の進め方、計画の進め方ということになってくるんですけれども、基本的な考え方ですね、小規模化が著しいけども小規模校にも良さがあるといったようなご意見をいただいてるんですが、今までお答えしたように、一定規模があることによって幼児教育が成り立っていく、切磋琢磨する環境によって幼児教育が一定の効果を発揮していくというような答えで取りまとめしております。  この後ですね、４４ページの３８番ですが、また認定こども園設置のご要望というのが多くのご意見をいただいております。全部で６件の意見をいただいているんですが、市立幼稚園における認定こども園を実施する場合、幼稚園における教育時間とそれ以外の保育に要する時間に分けた保育室が必要となり、現行の公立幼稚園の園舎規模での認定こども園化は非常に困難です。  また、保育所における待機児童の解消等のために公立幼稚園の認定こども園化のご要望がありますが、保育所等では０歳から２歳児に待機児童が集中しており、幼稚園の年齢層である３歳児以上には待機者が余りありません。したがいまして、公立幼稚園の認定こども園は実質的に困難であるということのお答えにしております。  あとは中山五月台幼稚園の固有のご要望がありましたので、これは特に園の名前を指して今回計画を策定したものではございませんので、今後の施策の参考とさせていただきます。  同様に４８ページの４０番ですけども、これも良元幼稚園を固有に指したものですので、今後の参考とさせていただきますということで締めております。  次に、４９ページに４１番目です。統廃合後の通園に係る負担軽減策については、本基本方針の中でも実施計画の中でも、通園範囲が広くなることによる保護者負担を勘案して、具体的な検討をしていきたいということで締めております。  大まかなご意見としては、お答えを説明させていただきました。重ねるようですが１２２人、多くの方からご意見をいただいたものですが、この全てをホームページのほうでも公表させていただいて基本方針を策定したものでございます。説明は以上でございます。 須貝教育長  ありがとうございました。回答ということで今説明していただいたんですけども、何かご質問なり、いろんな方面からの分があったんですけどもご質問ありますか。よろしいですか。 井上委員   中山五月台幼稚園ですけども、閉園ありきということで地域の皆様方かなり危機感持っておられるんですが、閉園するんですか。 高田課長   具体的な園名を指しての実施計画を、現在、パブリック・コメントでいただいたご意見を参考にしながら鋭意策定中でございます。その実施計画の中には、具体的に残る園あるいは閉園する園というものも指して計画を策定しようとしております。 
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 その実施計画につきましては、できる限り早期に策定いたしまして、また教育委員会のほうでご提案させていただく予定としております。 井上委員   その計画は未定ですよね。というのも、園に行ったときに必ず聞かれる、これはね。五月台幼稚園については、本当もう閉園ありきっていうのを保護者自身も持ってますし地域の皆様方も持っておられるんで、不安っていったら不安なんですけども、その辺、こっちも答えようがないんで「まだ決まっていないです。」とは言ってるんですけども、もう少し具体的に話ができるようなことはないだろうかなと思うんですけど。 西本室長   今回、パブリック・コメントにかけましたこの基本方針の中に、本日も資料のほうは消してますが、その５ページのところに適正規模・適正配置の進め方ということで、まずは小規模化が著しい園、それから復園した園、今後は園児数が減少していく園と大きく３つに分けてて、この（１）の既に小規模化が著しい園ということに関しましては、皆さんどこの園だということはおわかりになっておられます。特に中山五月台については、特になくなったら大変だということで、地域で数多くの意見いただいてるという状況にあります。  今後策定するといいますか、もう既に実施計画の具体計画はもう既に用意はできているんですけども、今回パブリック・コメントで多くの意見をいただいてます。一つが３年保育であるとか、場合によっては幼稚園廃園に伴う通園手段の確保とか、あと地域の方々、要は自分らの意見も聞いてほしいとかいろんな意見をいただいてますので、その辺をその実施計画の中に織り込んでいけないかなというところで、非常にこちらのほうも苦慮してる状況にあります。ただ、具体的にそういうことを書くということは約束するということになりますので、財政的な裏づけもとっていかないといけないということで、その辺の最終の詰めができていないということになります。  できれば、ちょっと協議会のほうでは少しまた情報は、丁寧にその辺は、説明のほうはさせていただきたいと思います。以上です。 須貝教育長  幼稚園に行くたびに言われるんだけども。ここで言う、なくすかなくさないかというような話はね。 井上委員   極論ですよね。 須貝教育長  出るんですけどね。少数のよさがあるから残してくれ、続けてほしいというような話もあるんだけども、今ここで回答にもあったように教育効果をいかに高めるために、そういう部分がやっぱり大きいわけですよね。あったものがなくなると言ったらそりゃまあみんな反対するだろうけども、でも本当に子どもたちにそういう切磋琢磨であるとか辛抱であるとかそういった部分をやっぱり学ばせる、体感させる、学びとらせるという部分で考えたいですね。どうしていくかというのがやっぱり必要じゃないかなというふうには思いますけどね。 井上委員  そうですね、そのとおりですね。そう思いますけどね。 川名委員   私はちょっとお願いなんですけど、まあ、ほとんどこの地域限定でいっぱ
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い意見寄せていただいてるんで、やっぱりこのあたりの方々にきちんと説明をしていかないといけないと思うんですよね。ですからパブリック・コメント一方通行で寄せてもらっただけじゃなくて、やっぱり今、候補になっているところはちょっと丁寧に、やっぱり話し合いの機会を持つということが大事かなと思います。  予算も限られているんで、あるものを全部残していくっていうのは難しいわけで、それは何回も話し合ってそのことはみんな共有してると思うんですけど。通学路ですね、これやっぱりなくなって遠いところに行かないといけなくなるので、何とか私立の幼稚園と一緒になってバスを通わせるとか、それはできるだけ配慮するようにしてね、保護者が送り迎えしてくださいっていうことではなく、そういったことも必要かなと。  社会の変化は昨日も出ていましたが、ワーキングマザーも今はすごく多くなって、６８％ぐらいですよね。どんどん共働きのご家庭がふえていくわけですから、やっぱりそれに合わせて予算も選択と集中でどこに注ぐっていうことをしていかないといけないと思います。通園手段の確保ときちんと説明をするというこれだけはちょっとお願いをしてですね、本気で予算の獲得と説明会ですね、直接にやっぱり意見を聞いて、納得してくれるかどうかわかりませんけどやっぱりそういった過程を、このことが大事かなと思いましたね。 須貝教育長  事務局のほうどうですか。今、市民や保護者に十分な説明をしていかなければいけない、それが大切であるということと、通園手段の一つのバス、その予算化について話がでましたが。 西本室長   既に７月号の広報紙で、７月３０日にこの実施計画についての説明会、全市的な説明ということで、いずれも公民館で午前、午後、西、東で説明する予定にはしております。保護者、地域の方々との話し合いの場ということではあるんですけども、基本的にはこういう計画の内容ですという説明の場は当然考えております。  ちなみに、７月３日に、中山台については幼稚園、ＰＴＡが主体となってパブリック・コメント終了後だけども自分たちの声を聞いてほしいということで、主体はＰＴＡとして、地域の方々も多数来られまして、そこでパブリック・コメントでいただいた意見を皆さんの言葉で多数いただいてるという状況にはあります。しかし、やはり具体的な計画をお示しできる状況ではないんで、なかなかちょっともやもやした感じでの意見交換という場になったかなと。ですから、３０日には公民館という場所には変わりますけども説明のほうはさせていただく、現時点においてはその予定としております。 井上委員   学校適正規模の関係で西本室長らがコミュニティ回っておられますよね、意見を聞きに。 西本室長   はい。 井上委員   あれを中山五月台もぜひコミュニティのほうに。公民館でするよりも、公民館だったら下までおりないといけないので、やはり上まで出向いてご意見、
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説明されたほうがいいんじゃないですかね。 西本室長   実は中山台固有の話として、なかなかＰＴＡとまちづくり協議会というのがうまくフィットしてないという状況にありまして、まちづくり協議会の中で検討会を、小・中学校について立ち上げていくのであれば幼稚園も含めて考えていきたいなというご意見はいただいておりますし、説明会の場もまた別途、中山台は中山台コミュニティセンターがありますので、そういう話は、話としては伺っております。 井上委員   ぜひ出向いていってあげたほうがいいと思いますよ。上から下までおりてくるよりも、行ったほうがいいと思います。 須貝教育長  実質の動きは今からですが、今のご意見を酌んでいただいて、足を運ぶというのを基本にしてね。それが住民なり保護者の意見なりを伺うということにつながっていくと思いますので、お願いしたいと思います。  それからページの２８ページの１０％というのは、教員でなくて、全国の園長のアンケートということですね。 高田課長   園長とあとは担任ですね。 須貝教育長  ほか、ご意見よろしいですか。 篠部委員   最終的には５年後をめどにということなので、そこで見直しを行うということと、今回のこのパブリック・コメントに対する最終的な期限というか、だらだら引き延ばされても皆さん困ると思うんですけど、このあたりで決定しないといけないという時期はあるのですか。 須貝教育長  その辺どうですか、めども含めて。 西本室長   基本方針の５ページの一番下に、基本方針の点検・見直しに関して５年後目途に、と書いてる意図は、ある意味これだけ社会情勢、高齢化、それに伴って少子化、さらに保護者の方の、先ほどワーキングマザーの話も出ましたけども働き方もさらに加速化する可能性があって、さらに公立幼稚園が長時間保育を実施しない限りは存続が難しいということが考えられますので、まず一つとして５年を一区切りにしてるという意味ですので、実施計画についてはもっと、この基本方針にも書いてますように早期の取り組みうたってますので、決して５年で取り組むということではなくて５年で一旦この基本方針を見直す必要があるという意味で書いています。 須貝教育長  よろしいですか。 篠部委員   はい。 須貝教育長  ほかどうですか、ご意見。よろしいですか。  本当大きなことですので、さっきも言いましたけどもあったものがなくなっていく、整理していくというか。一方で、もちろんそのもとは効果をこんな効果があるんだというのを大きく言いながら説得していくというのは大変なことなんですけども、よろしくお願いしたいと思います。  よろしいですか、そうしたら。いいですか。 委員     （なし） 須貝教育長  では、議案の第１６号 宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する
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基本方針の策定については、原案どおり可決といたします。  先ほどありましたように、次の報告事項は非公開の報告とします。  報告事項 教職員の非行為における処分結果について担当課からよろしくお願いします。 
 【 非公開案件の報告あり 】 
 須貝教育長  ほか、いかがですか。よろしいですか。 委員     （なし） 須貝教育長  では、本日の予定案件は以上です。  ほかに何か。 西本室長   以上です。 須貝教育長  では、本日の教育委員会の会議を閉会いたします。  どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時２５分 ───────────── 
 


