平成26年度大阪府私立学校審議会平成26年1■2月定例会議事録

1と き 平成26年12月18日（木）
開会14時00分〜閉会17時45分
2 ところ 大阪府咲洲庁舎■45階 会議室
3 出欠状況
出嘩委員 梶田叡一重貞（会長）、坪光正窮委員（副会長）、草島菓子委島
（13人） 天野久委員∴山北浩之委員、安家周一委員、辰巳正信委員、

水谷豊三委員、上田哲也委員、古武一成委員、福田挙和委員、
木原俊行委員、善野八千子委員
欠席委貞 重山香苗委員、右田和孝委員、草川皇乃委員、満田育子委員、
（5人）
横倉廉幸委員
4 議事録署名委員 天野久重貞、＝辰巳正信委員
5 議 案

別添のとおり概要

6 議事概要

別添のとおり

瑞穂の国記念小学院の設置の件

第4号議案

1名

称 瑞穂の固記念小学院

2 位

置 豊中市野田町1501

3 関野時期 平成28年4月1日
4 設 置 者 学校法人森友学園（理事長 籠池 康博）
5 校

長 帝池 康博

6 定 員 等 総定員 12学級 480人
入学定貞

2学級 80人

7 教職員組織
区 分

専 任

校長
教頭
教諭
講師

兼 任

合 計

0

1

0

18

0

1

（1）

1…）．（15）

0

養護教諭
司書教諭
事務職員
校医等
28
36
合計
※カツコは、関係法令又は審査基準上必要とされる教職員数
0

1
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1

0

1
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6

0
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0

3

3
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1

8

8 運 動 場 4，950n了 （専用）

︵
︵
︵
︵

点数

1

10 校具・教具・国書等
区分
校具・教具
国書

1

特別教室
図書室
保健室

8

（内訳）普通教室

2

4，475．64ポ

室室主査

舎

1

9 校

金額

11教育課程
操業時数
第1学年

国吉吾
社会
算数
理科
生活
音楽
図画工作
家庭
体育
道徳
特別活動
総合的な学
習の時間
外国語活動
合計
12 校長の略歴

馳由仁
（最終学歴）

（主な職歴）

352
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第3学年
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第4学年
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第4号議案

「瑞穂■の固記念小畢院の設置の件」■について説明
ほい、ありがとうござい妻す。ちょっと確認セすが教職員組織、これは完成年次、・6
年ませ子どもが揃ったときの話で、1年目はこのうちの何人かくらい、2年目は、これ
開設時期の、今はどのぐらいの先生方でやれるとなってますかね。

開設年度につきましては、校長、教頭、教諭が6名、講師が5名、養護教諭1名、司
書教諭1名、−事務職貞3名㌧学校医が3名。

そういう年次計画みたいなものは私学・大学課の方に一応凍ているということです
ね。
はい、ございますム

はい、分かりました凸ということで奉ります。皆さんのほうで

ればお願いしたいと思います。

まずこの仕様の表ですけれども、8ページの、教育課程の表記がとれでいいのかどう▼
あの、外国語活動は1年から4年まであるという
ことになってますが、内容的にそ

うであっても、国が示している枠組みからすればこれは反していますけれども、こうい

何かその辺のカリキュラムの考え方についてご説明はありましたか。

う表現でいいのかどうか、ちょっと私の方が私学のカリキュラムに馴染んでいなりので
特別括動の中身について、詳しくこういうことをします、というところまでは聞いて
おりません。

確認したいんですが、これでいいんですね−。こういう表現を使うんですね。
事務局

国が示している教育課程というのは最低限守る、というかするべきということセござ
いますので、それにプラスアルファで学校が夢定したり授業数を嘩設したりというキと
一■
については。■

−

もともとカウントされていない、空欄になっているところに数字を入れてもいいんで

すね。もともとある数字を増やすということと、それはちょっと意味合いが違うと思う
んですが。

−

あの、外国語括勒についてはいいんです。いいんですが指導要鋳では5年6年と今あ
りますが、例えトま岐阜県は県をあげてですね岐阜市だとか大垣市なんかで3年から全部

一

入れ七ます、外国語活動を。
内容的にあるという■ことではなくてそれは何か、この裏の中に含んでるんですか。
もう衰の中に。

これはあれですよね、週もちろん6日、土曜日使って．というととでこれ、土曜日午

前中で全部これ1年次からやるわけだけ．れども、これでカバーで由すよねこの時間数
軋つまり．それをね、あんまり7時間あるとか8時間あるんだったらね、しんどいなあ
とbこれでだいた両凋ますでしょうか。あの公立の時間数はね、・少し多いことは多い

んですが、ただそれでもね、今の苛旨摘のように子どもに無理があろようなあれであれ
ばね、これは少し言ってあげるというか。
塚本幼稚園さんはご存知のように日本で一番古いと言われている幼稚園さんであり

まして、療に皇室ですかね、との関連の色んな行事で天皇皇后陛下が大疲に来られたと
きにお迎えしたりとか、日の丸持ってお送りしたりとか、そういった、ホームページを
開いていただけたら色々そういうのはあり岳すし凍日も安倍首相の奥様をお呼びされ
たり、そういっ牢結構独特と言いますか、教育勅語を子どもたちが覚えてそれを唱えた
りとか．、ですので、そういったホームページを開きましたら塚本幼稚園新小学校設置趣
意書というのがどーんと出ているんですけども、そとを読んでし＼たたいたら、いろいろ
分かるだろうと思いますね。

わかりました。

その時間数がおそらく特別活動に。

あの、公立の学校でも、今のは公立の学校。で私学はですね、一年次から入れてると
ころもありましてこれも全部入れた形で届けるわけです。なのでこれは大丈夫です。私
が仙台で行っているところもですね、1年次から数時間ずつ外国語活動が入っていま

す。あれはね、今学習指導要額はですね、時間数も内容もですね∴最低基準という言い
方になってまして、ですから学校の責任でですね、プラスをしてそれを届ければいい、

■
ありがとうございました。そのうえで、その最低基準にプラスアルファしているのが、
■
一

ということになってます。

■

先はギ特色とおっしゃった道徳が105時間、1、2年生でありますね。3倍ですね−
畠低基準の。そして総授業数で舌うと1年生2年生は、1．3倍とか4倍とかいう実数
に

−

に3倍の−10′5時間に充ててるとか∴これがね先生も何をされるのかな、とかですね。
はい、ここは目立つのは特に3年生以上Iま標準的なというか最低の35．時間になって

いますが、1、2年生に特化してい草んですね。やや不自然さは残りますね。・
幼稚園でやっているようなことの何かを持っていこうということでしょうか。1v2
年生というのは。

あ、これ特括ですね、特括郡。

どこまでが小学校教育としてめものなのか分かりませんけれども、より小さな子ども
たちですから、判断がまだ無いときにですね、非常に色濾車教育をされているかなとい
う気がして、■果たしてその教育内由とついてですね、どこまで審議していくことができ

道徳は50時間です。特括が週3た充ててあるんですね。

るのかという、あの、宗教教育上は違いますので、どちらかというと思想教育のような
部分がありますからトそのことは今まで例が無いものを認可していくということなの

あ、いや、だからもともと国の基準で言うと34とか35ですからそれかちいうと3

で、教育と政治とそして思想というところが、歴史はおありなんだろうけれども我々普
通の高校数育をやってるもめから見るとどうなんだろラというね、少し違和感は覚え

倍ぐらいの特別活動の時間ですね。

■■

それにはその辺を、おそらく週1の34、35せいいところを、先生おっしゃるよう

ますが、それを翠可するということに程ると、やっぱりそこに公費が投入されるところ
も■当然出てきましょうし、それが晦界がどこまであるかという。

特別活動ね、道徳は50時間ですので。■34か・35のと＝ころを50時臥

■
な￠でこれに禿てる教育内容はなんなのかと、それをする必要かあって、こんなにそ

の1年生、2年生に授業実数の負担を課していいのかどうかという点、この学校はどう
お考えでしょうか。

健全な学校法人が新たに学校を侭ら担るということについては、私は非常に望ましい
ことでありますし、私は歓迎すべきことであろうというふうに思っ七おります。ただ、
学校法人が特に朗稚囲や小学校、中学校、高等学校を作って・いくことについては、基本
的には永続性の担保と教育条件が日々良く
なっていく一と、そして学校教育の内容が充実

木造の2階建て、・3階建てというところにつきましては私の説明の不足のあるところ

していくと、いうふうなことがきちっと担保される．ということが見通せるということが

内容をお聞きになったと思いますが、従前より幼稚園教育要顔、幼稚園をやっておられ

かとござい草す。学校からの説明は、木を多く使った建物を建てますということですの
で、その辺設計図面等々確認しましてもう一度学校のほうにも確認しまして二木造とい

たわけです。それで2園やっておられたんですが、この理事長先生は、その1園は現在

う言葉が虚い）のかどうか、学校のほうに確許させていただきたいと思います。

非常に大きな審査の要件になろうかと思う〜ですね。で今少しおっしやっていただいた

休園状態であります。運営の状況というめは、幼稚園ですね塚本幼稚臥南港桜幼稚園
．という幼稚園でしたか、非常に問題がたくさんございまして∴運営の内容にその保護者

■

木造の白階建てはト校舎としては由題が出てくるわけですね。

が非常に疑問をお持ちになっておられて、どうもおかしいんじゃないかということをお
っしゃっておられたり、我々が知っておる、理解をしております幼祓園教育要領かもは
事務局
少し逸脱しているのではないのかなと感じられる案件もございました。そういう意味で
この大きな■齢越すプ叩エクトを今後していかれ七、そして永続的に小学校を運営 一

何か、基準がもしあ押ゴ。まあ−じゃあそのことも含めて一度確認を。

木造の2階建て、これ見ますと3階建てですよね、木造の3階建セですよね、文字がぼ

■

それ以外のことについてはどうですか。

事務局

アンケート調査につきましては・．・。

いや、だめということではないと思いますが

されることについては、個人的には疑問を持ちます。それと、先ほどご説明にあった、

やっとしてよく見えないんですが、・3階と書いていませんか、本校舎。
事務局

＋
事務虐

＋

基本的には2階建てです。一部3階があるという・・。

■

いや一部3階でも3階建て．と言うんですよね。

どのようなやり方で、どのような設問でアンケートをとられたのか。回収がいくつあ
って、その2．4％の根拠を。

はい、Jそれ†ま私の説明が間違いでございます。

数ですか。

そうですね。木逸の3僧建てというのは学校においてはかなり建築基準法で厳しいこ
とが課せられると患いますがその辺のことご説明いただきたいゎがまずひとう。それと

根拠です。どういう設問で。

寵池康博先生は、小学校め免許をお持ちですか。小学校の校長は免許証lまいりますよね。

まずどこがやったんですか。ここの法人がやられたんですか。
−1

事務局

や、いりません。

■

いうないです。

いいえ、法人が委託しましたコンサルタントの会社が実輝しました。
「へ

コンサルタントの会社がやられたんですか。

あ、そうですか。それは失礼しました。じやあ誰でもできるということですね。

事務局

在園児につきましては、2■6年の，7■月に実施されております。

誰でもできます。

■

そのコンサルタント会社lまどちらですか。

琶務
それと、80名、1学年80名を毎年募集されるということで、先はどの中学校は少
しやめていかれるということでしたが、一般的に小学疲だけの学校に対して子どもを入・
■■
れるというのは非常にレアなケース申ゝなと。上に中学校、高等学校と付いてシ、る中での

小学校ぺの入学というのは、もちろん大きな大学法人も含めて大阪府内にもたくさんご
ざいます。そこの小学校は少し入りにくいような、なかなか入れないような競争率でさ
れているととも灰関しており弄すが、▼そういう中で小学校だけを希望するというのは、
■

高等教育‥すみません、コンサルの名前が出てないものですから。

大学の場合はね、先生、我々学校の名前をあげてここに何通とか、時局どこセとった
ノということが分かりやすいですよね。

そうそう。大学の場合はね全部それを示さなければいけない。

アンケート調査があったとぉっしゃっていたんですが、どのぐらいの精度のアンケート

i
調査か分かりませんけれども、私どもの保護者にそのようなアンケート調査が来たと私
は聞いており■ませんので、それは本当の、本当にアンケート調査があったのかと裏をと

いけないですよね。どこの誰が何票集めたか分からないデータですから。

られたのかどうか。それから従前からの幼稚園の運営の詳細をきちっとご理解をされて

≡−

ですからその裏を取ってるのかって聞いてるんですよ。

二専務局

分析の報告書はいただいておりますよ

いるのかどうか、府として。その辺りをご説明いただきたい。
はい。事務局で分かる範囲でお願いいたします。・
いや、報告書というのはただ1枚もらわれているだけですよね。

どんな設問で、誰に

．十∵

Ji▲′．．irトH．Ⅱドリー

対して、何部まいて、何／トセントの回収があって、それでこういう結果になっている
というのが一連のアンケー，ト調査の流れですよね。その辺りについてはどうなんです

だけまかなうとおっしやっているんだけれども、その自己資金の余裕というかな、そう

いう財務的なあれはどうなうてますか。．

か。
事務局

はい。豊中市内の幼稚園児の保護者へのアンケTトにつきましては、アンケートの内
容もいただいております。平成25年の10月、去年のlO月に実施されまして、豊中
市内の幼稚園に在席する園児め保護者宛に1200件の配布をいたしまして、回答率が

．

事務局

この設置に関わる費用
附申し出善であるとかその辺りで寄附がされるということの確認はさせていただいて

おります。

60．7％こ

■■・

・そうすると1200件の撒きどころはどこなんでしょう．ぬ。今豊中市内の私立の幼稚
園児数は、6千何首人おるんですよ。そのうちこの1200件の抽出の精度というのは

■■■
事森局

■

ですから80名来るだろうという根拠がですね、それが頼りなわけですよね。それが
あいまいだったら、その80の数字自身の根拠があいまいになるわけですから、そこは
きちっと調べていただかないとこれを鵜呑みにして、ああそうなんだねとは言えないで
すぬ。

■

事務局

26年3月表現在の法人め財務状硯の中で、拗壷直の中で預貯錦含めまして工

訂■肝分まかなえるといラ残組明などほ、確認させてレ三千だいてお

どういうふうな精度なんですか。

そこまでは書いていない．ですね。

自己壷金の■■ゝくらというの鱒？

その中にもちろん、ここが設置してる幼稚園の方も、保護者も入ってるわけですよね、
もちろん。だいたいどこに、つまり1200件というんだけどね、1200件をどこに、

すみません、学校法人がもともと幼稚園法人でしたので、幼稚園撮興グループの方で
全ての経理情報はお持ちだと思うんですね。それで、、従前から過去5年間にそれだけの
資金がそのような形で，プロ†の中であったかどうか。その辺匡ついてはいかがですか。

帰属収入が、平成20年度かう申し上げますが、平成20年度2億1700万に対し
まして、消費表出の合計軋1億5ア00万というふうにな？ております。21年度に
つきましては帰屑収入の合計が2億1100万￣こに対しまして消費斉出は1億7700

万凸平成22年度でございますが帰唇収入が2億て00万、に対しまして消費支出の方
ほ1億630P乱23年度でございますが、帰属収入が2億2600万k対しまして、

というね。まず何をチャンネルして、例えば大学の設置なんかだ？たらどこの高校にと
かね、それから高校以外だったらどういうところにっ・で全部アンケワトをお顔いしたと
ころを垂げて、どこどこに何件、どこどこに何件というね、そういうのを示さなきやな
らないことになづているというかごということなんですけれども、■これはそこに書いて

億5600万円に対しまして、消費支出が1億2300万円という形になっておりま

ありませんからそれは。

すも

消費支出が1億5200一万。それから平成24年度でございますが、帰属収入が1億9
100声に対しまして、消費支出の方が1億31bo万札昨年度、平成25年度が1

それは豊中市内の、今申．し上げたように幼疲園在国者の保護者ということで、どこの
■■
幼稚園に協力いただいたかということが、そういうことが書いてございませんのでそれ

ういう新しい校地校舎をやるときは無2号基本金という形でね毎年積んでくことにな

は確認させていただきます。

ってるんですよね。予算的にやつ．ちやいけないとI〕う指示が文科省からですね今から1

ついでにだけどね、普通で言うと私立学校会計基準としiぅね1あれでいきますと、こ
0年ぐらい繭に出門払フまり来年こういう出費があるからとか再来年奉るからとこ

■■

はい、わかりました。それからほかにね、ご指摘で2つあって幼稚臥1つは休園し

ういうことをここから流用しますとI〕うのではなくてね、このこういう理事会決定に基

ている。今やっているところは、どのぐらい園児が来ているんですかこ収容定員に対し
てそれを満たすぐらい来てるかどうか。何人ぐらい来七いるのか。

づいて、こういう構想があるから校地校舎等のね建築貸金を第2．号基本金という形で積
み立てていくようにという指導なんだけれとも、その辺のあれはありますか。第2号の、

まあただ単に内部流用がありますというだけではなくて。
事務局

現在、塚本幼稚園の方は認可定員が315名ございまして、実際26年度■5■月1日現
在の人数ですが1，96名。

■■

そうか。だから卒園児が60人くらい。

■■

年長は何人ですかd

．事務局

−

事務局

■

■

平成25年度のものなんですが、第2号基本金はゼロでございます。
ああそう。

ちょフとすみません。今のキャッシュのフローは分かったんですが、貸借対無表にお

ける、流動資産等の、それから基本金等の積み上げはどんなふうになっています机

5∵才児が75名ということたなっております。

継続性、・安定性だけれども借金なんかはどうなってるの。つまり自己資金だiナでこれ

25毎度でござい草すが、流動資産につきましては2億4100万セございまして、
現金預金がそのうちの

になっております。

その辺がね、見せ金になりますのでね、下手すると。

その前の年は。

その前の年は、すみません、今手持ちでは、申し訳ございません。

事務局

−

急■にこのためにどこかからお金を動かしてきているということなのか、計画的にきち
っとそうやっているのかということが分かれば。■

借入金のはうはとれ25年度末でごよ）ますが、＿＿二￣
借り入れが払つ真り今持ってしゝるものよりもオーバーしてるわけですね乱それ申、ら
もうひとつですが先ほどゐ帰虐政入、それから消費支出、そこのね消費支出の中にあの、
減価償却、これはちゃんと入らてるんでしようか。

その前の24年度でございますが∴。
，減価償却引当金の何／トセントとか。

2号基本金ゼロやったら計画性は無いわな。それは、だから消費収への超過敏が今の

金額をクー」アしているのか、流動貿産なんかなんぼあったって借り入れあったら意味無
いんで、その辺のバランスシートだけを見たら、思いつきで始めたか、だいたいおかし

入ってますか，

いですよこれ。子ども読まれへんような難しい漢字でね。それと今たまたま、すみませ

あの、人件費の割合が薄いですよね退職金の引当金とか。いっしょくたになってるん

ん会長手も挙げんと、先はどl■l■がおっし■やってたように醜の方は募集停止して

ると、まあおそらく直接関係無いですけどもここに校長としての略歴として載ってます

ですよきっと。お金あるあるって言ってても実はそれは使ってはいけないお金だっ■たり
してね。

けども平成7・年のこれ、森友学園ですか、カツコ現在に至ると書いてあるんです■けども、

ひとつ前のさくら幼稚園及び学校法人南港桜学園理事長就任やけどもこれは今に至っ■
てる甲か至ってないの恥というてとも今の閉鎖の話を聞いたから不思議に思＝うんです

けども、やっぱり同じ幼稚園申お仲間というか同じ校種の中ではいろんなええ詰も悪い
詰も入ってくるんやないかなと思いますんで、その辺やぬりちょっと気になること多い
ですね。

だから、そうなんですよ。あれで出て流動資産がいくらある、というのは危ないんで
すよ。使えないわけだから。

分からない人が見たら使えると思うて使っちゃうとなってしまいそう。
法人の設立やったらそういう資金面がここの紙に出てくるんでしょうけどね。逆にこ
つちの方がたち悪いですよ串。まして6年ですよそして今たくさん学校経営者の中で
小学校だけ作ろうという発想が吏たなかなか珍し吟ような気がしますよ軋

︑㌣；・；■f−−t−t

＋

ちょっとあのね、事実関係を。学校法人南港桜学園というのは別法人ですか。

事務局

別法人です。

■■■

別法人ですか。これは今どうなってるんですか。

どね。

事務局

今その、もともと南港桜幼稚園というふうに名称を名乗っておられましたが。

条件が整ってればね、それでもまあね−やってみてはどうですかと1あと可能であれ
ばいろいろど指導なんかも。借金の方がね多いんであればこれは財務的な基盤汎と■い

■

で、これが休園してるんですか。

う話になりますので。

事務局

三■

㌧そちら開成幼稚園と名称を変更されまして、この近くにござい串すが、今26年度か

よっぽど違うところから毎年お金送られてきて送金してもらうんやったら別ですけ

ちょっといいですか。

ら休園しておられます∴
＼ノ〔∵

≡

じゃあもうひとぅ■の、つまりこの法人としては1つしか持ってないというわけです

か。幼稚園を。

lまいどうぞ。

南港桜幼稚園が、販売に、競売じゃなくて販売に出ている情報が裏づけなしで入った
甲で・、私、私学課のはうにそういう議聞いておられますかと聞いたらご存知なかっ牢よ

はい。

うで、ではすく潮べてくださいと。じやあそこめ園児はどうなるんですかと言ったら、
塚本幼稚園の方に、半強制的に疲収しちやってる皐うに聞こえてきて、裏づけは無いん
ですよ。で、今昔うたら開店休業中みたいな形で■、だからそこを売却したものを資産に
しようとしているのかなと私思うんですけれども、そこのところほ結局どういう■顛末に
なったのか、私はそういうようなことを開いて、きちんと私学課に調べてくださいとい
うことが■ひとつ挙りましたしこそれから回りまわって

それでね、先はど流動資産のあれだけれども、その借入金というのはどうなってます。

ったように保護者め不安とかが聞こえてくるわけですよ。多分僕は理事会の議事録なん
かもちょっとどうなっているのか、2号基本金積み上げていないという
ことで、基本的

事務局

開成切稚園は、はい。

■■

いや、ごめんなさり、・今度小学校を作る方の法人といぅのは幼稚園は1つしか持って
ないという。

に予測できるんですか？先生おっしやるように。■どういう決定の仕方が理事会であった
のかという議事録を確かめておられるかどうか、ということがひとつあるかと思いま

す。でないと本当に理事長のワンマンの思いっきでという「計画性の無いものという甲

がそこでまた裏付けられてくると思うんですけどこ結臥売りに出七いるも．のが私学課
から声かけられたあとどうなフたのか、敢えてほしいんですけども。
llll■l
事務局

・理事会の議事録としましては、豊中でこういう土地が固から売りに出るということ
で、それを購入して小学校を作ることとしたいという理事長からの発言に対して、異議
無く了承されたという理事会議事録を、提出いただいております。
その前後は、なし？

どうですか、■今の売りのは。．

たとえば、すみません。

■の方から売却されるんじ†ないかとい・う情報提由受けまして、すぐに当学

はいどうぞ。

校法＜理事長の方に連絡を取らせていただきました。そんなことはないというようなこ

■
事務局

チラシかなんか出てたんですけどね。それが入ってきたからそんなことは無いはずは

たとえばその理事貪で物事を決定してい．くときた、理事長からの提案があ′って先ほど
私がた野質問したような−理事の力もつぶさに分からなし1ところがある。そうん
．

とで、

あと寄附の先はどなたなんですか、とか、ここに資料集の6ページのところに、10年

無いと思うんですけども。

実際そういう形で不動産、不動産というかそういうチラシも出ておりますよというこ
とを申し上げたんですが、それほ法人の理事の中で勝手にそうも）うことをした者がおっ
たので、私の知らないところでそういうことがされてたということを、お話をお伺いし

間が碍了して契約に基づき、うまく返済が、買取ができなければですね、更地変換だと

書いてあるわけですね8ということは10年間運営が順調にいって、

．

なければ残念ながら更地になったので皆さん退学してください、とそういうふうな牽き

目にあう人が出る可能性があるわけですよね。だからそのことを以て考えても、私ど．も
がとれを認可の方向で物事を進める気には私はならないんです、個人的に。そんなに不
安定な専政を、出棄てそこに賛同して来られる方が例えばおられるとしても、それがた

ましたこ

あの、ちょっとねこまずね、阜れほ別の捷人になってるわけね。，で、そこが出．したと。

くさんの人数かどうかわかりませんが、安定的に運営ができる可静性が非常に心配され

はーい、そうです。

るということ左以て考ネて箪ですね滴育内容というのは様々なイデオロギーあります
からそれはそれといたしましても、そ叫、学校をされたときに運営の内容がどうなのか

ひとつのやり方はそこでお金が入ったらもう「つ別の接人に確かにね、寄附するなり
ね、なんなりできることない・わけはないけれども、その辺の見通しみたいなものは知っ
ておかないと、財務的な基盤がね安定してるかどうかという審議会の判断の材料として
は、とし1うことはひとつありますよね。ですからこれはもう少し調べても．らわないとい
■
けないですね。ヱれね、28年4月ですからそれまセにですね、確認するもし必要があ

はい、一帝大きいのはお金の問題ですまずね。スタートするにあたってですね、いわ
ゆる奉拝ちの運革資金的なものがいくらある、では困るんですよぬこれ軋今のひとつ

れはね、今ここで却下するんだったら・もちろ、んそれでいい■し、あのちまっと保留みたい

はです串借り入れ金との関係、．もう丁つは手持ちの資金でほかに向けなきやいけないも

にするんだったらそれのやり方があ草し、あるし1はこれを受け付けておいて、一応です

のが必ず学校法人の会計ではありましてですね。手持ちのも．のはそのまま使えないんで

ね翠可しかるべしにして掛−てですね、28年までに調べてもらうという、3つあると

すよね。ここはどうなってるのか知らないですが、退職金財団にいくら払わないといけ

思うんです。やり方が。ただその今のね、そういう答えの仕方臥そこの法人ゐね誰か
痙事が知らんときにしたという、これはちょっと困るなあとね。つまり今理事長しかな
いんですよ代表捧が、学校法人に軋それ・したらですね、・ある種の背任行為なんですこ
これはね、代表権無いんだから。これは学校法人の運営についてですね、違法というこ
とになりますね、これは。いや行き違いですと、それで革まない帯なんですよ。ですか

ないとかですね、それかうですね普通は余裕といぅのiま減価償却を抜いた後の許なんで

らこ串を確認してもらうという甲がひとつ。もうひとつですね、粗事全記録なんかです

というのにつきましてもそこから推して量れば厳しいめではないのかという想像をす
る由は、・そんなに不合理ではないと思います。

す。ところがキャッシュフローが見えてこないんです∴減価償却セ。ですからそこのと
ころの問題がどうなってるのかとかですね冶金があるからと言ってそれではだめなん
．ですよ。ちょっととれはねト調ベセもらわんといかんかもしれないですね。
すみません。

ね、今ご指個があったけど、今いろんなところで理事会記録というのはチェックされる

んセすよね。■．私も仙台のところで、だからきちっとしていつでも出せるようにして、何

■■■l

かあると見ていただいたりしておりますし。あるいはですね、大学を持っているところ
■
はもっと厳しいんですよね。これは文科省が非常に厳しくてですね理事会記録という．の

はいどうぞ。

小学校のこと分からんのですけど、今会長がぉっしやったよぅに大学設置に関しては

∫r．トト打＝裾封

はですねいろんな機会に出さんといかん、コピ†をね、ということがありますが。なん

当然完成年次までの細かい串金の流れを全部、やいやいやいやい出さされますよね。小

かその理事会記録と言いますか、これにどういう議論があってどういう風に決定された

学校の場合は完成年次までの、もちろん収入、支出ですね、そういったものというのは
申請のときに資料としてつけないけないの鱒ゝ、そうでないのかということを、もしつけ

というプロセスは何か掴んでおられますかね。

なくていいんであればあれですけど、つけなければい
けないのであればこれ前提が借り

れたらという乙とですから、じゃあただで借りるの、と。家賃はどれぐらい、地代はど
れぐらいいるのという詰も大きな経費の中でですね、地代というのは／†カにならんと多

分推測するんですけれども、そういった附属書撃というのは小学校の設置には必要ない
のか、というところをお教えいただきたいんですけれども。t

■■■l
事務局

何か出てますか。
資金の収支の計画といたしましては、向こう10年先のところまで家賃がどのぐらい
かかる予定である、そして何年先に土地を購入するのにこの時点でいくら卵iるという
ことにつきまして、平成37年までの収支の計画は提出いただいております。

■
事務局

■
事務局

ドだったか島に出されたんです。その設置者の方も私はよく存じ上げてる方でした。で、
考え方がこのケースと、この理事長とよく似ておられる方ですが、そこの小学校は大変
苦威なさっておられます。生徒募集に。何が悪いのか私はよく分かりませんけれども、
シミュレーションが、どこまで精査して、どこまでシミュレーシ畠ンが可能なのかとい
う∈となんですね。rこの精度が狂ってりると、シミュレーションとしてはいけています

ということを我々聞いたときに、それだったらいいんだという判断を例えばしてです
ね、もしもそのシミュレ「ション通りにいかなかったら、誰が責任をとるんセすか。そ
してそこで非常に準惑を被った保護者や子どもたちについて誰が責任を取れるんです

でもね、初年度なんかはかなり赤字になってるわけでしょ。

かDそれはものすごく私は重要だと思いますよ。そうじゃないと、学校自身がつぶれる

初年度、というより開設蘭年度lま赤字になってます。

ことはそれは時と場合によってあ・るのかもしれませんが、そこで迷惑を被る、これは通
信制の高校だってみんな同じですよね。そこがきちっと担保されてるかどうかという精

ああ、そらそうですね。
生徒数が定貞いっぱいまで来ると、初年度から黒が出るという予定でございまして、
開設7年目には借り入れをすることなく土地購入まセ出来るという、そういう計画を出
していただいており岳すム、赤黒のボーダーにつきましては、生硬数が募集定員の75％

といいますので大体60人から61人を上回れば、7年後に借り入れをせずに土地が購
入できるボーダーだと聞いております。

一

兵庫県で5、6年前だったかと居いますが幼稚園法人が私立小学校をポ∵トアイラン

それは、かなりチェックしてもらうてますか中身。というのはね、普通最初の年度か
ら校長教頭はいるしね、それ■から家賃は最初■も最後も・あまり変わらないはずだしね、私

査は、府庁の中でどのような形でされセ＿いるのか、専門家がきちっと入られてその上と
の精査がされてるかというのはいかがなんですか。

収支の予定にフきましては、職貞給与の撫ですとかその給与が年間何パーセントを占
めるとかそこまでの精度を持って出して来られております。生徒数につきましても。生
徒数かける徴収する予定の授業料の額に間違いはござい畠せんし、大阪府からの補助金
につきましてもだいたい⊥人あたりどれぐらいというのを敵前の無い範囲で出し て来
られておりますので、それ壷以て計圃という中身については計算上おかしいところは舞
いという判断をしておりますが、これに対して寺内豪が入るということはございませ
ん。大阪府の職員、私学・大学課の行政の職員がチ塵ツクをしたうえ■で、適切であると
いう判断をさせていただいており・ます。■

もいくつかの設置を自分で準備したから分かるんだけれどもどうしてもね、1年．目2年

目なんてのはね、な申なか、というところがあってね、そこのところの計算がどうなっ
てい芦のか。つまり60何人でね、運営するというのはね、てれは、どういう、確かに
授業料は高い。高いということはあるんですけどね、それでもというところがあります
ね。■まあただしそれは後でチェックしていただくとレ）うことにしまして、まあ⊥応出て
ると。なのでそれが合理的な計算であろかどうか≠ェックしていただいて、ということ
になりますね。廠かにもうひとつ、

会計士レベルなのか、よく分かりませんけれどもそういう方々のひとフの見識という
のは私はいるんだろうと思うのと、▲そこの「番前掛こなっているのは入学者数ですよ

ね。これの先ほどの調査が、精度がどうなのかという問題も先ほど私申し上げまし考が、
そこはきちっとわれわれに開示・していただいて、こういう調査会社がこのような形式で
どこに対しそどんな国に、ということが分からないと、草々はその数字を信じることは
出来な・いですよね。

いいですか。

はい。■llll■ふ

はいどうぞ。−

建築日数見てましたら27年の3月には着土となってますね、エ事航ここでは？き
りしておかないと、どんどんどんどん借金だけ膨らんでいくのもどうなのかなと患いま

私もこれどう考えても借地も、足期借地権なんて一般の貸借たよって購入金額のとき
に変わってきますし、借地料を払うてしかもそれお金をためて本当に大丈夫、というの
が誰しもが虚うんじゃないかな由。だからそれを精査する、申請されたものをそのま
ま受けるんじゃなくて精査されたのかどうか、本当にこれで永続性が担保セきるのかど
うかという判断をされたかどうかを聞きたいですね。ここ

ね。根拠が示されたうえで、それだったら大丈夫だなあということだった．らいいと思う
んですけど。
すみません。−

すしヾもうひとつはコンサルティング会社とか肝0とか、いろんなスタッフが我々私学
をだまそうというふうに、いろいろコンサルティング入ってくるんですよね。．そのコン

サルタ㌢トは悪いことは言いまゃんので、■ぁおっしやるように良しミ絵を描いて
くるんですよね。そして美しい絵を見て、絵に措いた餅を見て、これやったら食べられ
そうやなと判断してしまうことも無きにしも非ずだと思いますので、見切ってですね、
どんどんどんどんこれを延ばして延ばして延ばしてということが果たしていいのか。延

ばしてる間に校舎が建づたかう許レてくださいということになってし辛うということ
もあり得ると．いうことですから、・どこかきちっと話を整えて、轟畠論を出さなし）．と、どん
どん先行していってしまうと、予感がする今日この頃です。とても危険かなあと思います

すみません。

だいてね、財務的なことも．あるしほかの、

つまり財務的に一番あれなのは借金との関係

ですね。それと今手持ちのものがひも付きのものであればこれはできませんのでね、預
じゃあ、ちょっとごめんなさ．い、今のことについてもし何かあれば。
土地の契約につきましては来年2月に国の審議会を通した上で薬約を交わすという
ことになってございますので、その来年2月の審議会については大阪府め私学審議会で

金の話だけでは出来ないという裔ですぬ。それも含めてやっ七いただいて、そして事務

局はです払・まあいけるんじゃないかという判断があれば2月にですね、2月じゃなく
て向こうが2月でしたっけ、国が。

認可しかるべしという答申が出るという前提申もとで国の審議会が行われると聞いて

2月というふうに聞いて串ります。

おりますので最終的に土地を借りられる契約につきましては2月の審議会の後という

ことになりますのでそこが通らないことには土地を借りろという詰も進みませんし、当
然そこに建設されるという行為が進むこともないと。

1月の末にですね臨時の審議会なり何なりを開いてですね、判断するというのがひと

つ。二つあるんです。今ここでだめというふうに出すか、あるいほ資料をもう一度出し
てもらって、1月の未に、もう一度やってもらってそこで判断を出すかということなん

−

はい、今スケジュール的な、あとでもう一度ですねその辺をまとめてですね、整理し
ていきたいと思い豪す。
ほい、どうぞ。

−

ですが8皆さんの方で何か。確かに臨時をやるというのはしんどいのはしんどいんだけ

ども、慎重に我々で丁寧に丁寧にやるとすればそういうなあれになるんですがこ皆さん
り方セご意見いかがでしょうか。■

恐れ入ります。あの、議論尽くされているかとは思うんですけれども、いずれの校種
についても慎重な議論が必要かと思いますけど、とりわけ小学掛こ閲しましては教科教

少しだけ質問よろしいでしょうか。

育のスタートにあたってこのことに関する影響というのは本割‡大きなものになりま

質問、どうぞどうぞ。

す。今回の審議会、．随分とキラ時間も費やしているというか重要な観点で様々なご意見
が出七るところですけれども、会長先ほどおうしゃったように3釈でしか進めていけな

いことではあるんですが、．その前に事務局の方にやはりとう申請があった段階で、これ
までの却下の事例であるとか必要最低限度のやはり対応をですね、ここにあがってきて
想定されることについては精査していただいて、あげていただくことをよりこれまで以
∴事務局
上に慎重にしていくことが必琴ではないかと、感想的で大変恐縮ですけれども今回特に
この小学校ということで感じたところです。蛇足的ですが。
ありがとうございます。全般的なあれで皆さんほかにあり草すでしようか。
先生そうですね、これも本当に認可しか考べしということになってしまうと年を越え
ましたら小学校の子はそれぞれ新しい28年度の入学試験に向かってのものをどんど
ん出していきますので、ですから認可申革中ということでこちらの方も情報をして、も
しかしたら3月ぐらい、4月になりましたらももろん入試説明会も開かれますでしょう
し、入学試験が大阪の場合はIO月ぐらいからスタートし草すので28年度4月1日、
時間があるようで時間が無い、という風に思います。

今、鱒入金の残去が■い〜ら．とおらしゃいましたよね。小さな幼稚園法人ですので、
返済計画というのが当然あるわけで、更にこの小学校を作るとなるとまた借り入れられ
るわけですねpその借り入れの返革計画が最後までちやんと見えるんセしようか。
今現在幼稚園方で借りらわているの申t■lあるというととで、毎年

を

年間の償還額として積み上げて、すでに今現在からずっと適されて草す。それが平成3

7年までの償還計画として返されるということで、それをもちろん差レ引きしました幼
稚園の疲といぅのがララス■出てますので、与借りて鱒即償還の細
については問題ないとレてます。今回建てることにより草して負債を増やすということ
は考えでおりま草んので、償還計画についてはこのまま引き続き返していくものだと判
断してます。

小学校を■ぐらいで建するということですよ払
一
寄

＋

入れを行うことは、借り入れが増えることはないです。

そうですね。私やっぱり中身の問題もあるけどね、財務的なことが非常に不安に、今
うかがっててね、非常に不安になってきましてですね、これをやると、■まあはっきり言
うと借金をしてね−それから今の確かに寄附のあれもね、変な話ですけど■−あて
にしてるわけです。それはどこが出しますという・のもね、どういうことで信用したらい
いのかというね、私も出す方も受ける方もいろいろとやってきましたんで、大学レベル
ですけどね。設置もやりましたし。そうするとですね、余程慎劃∈やらなきやいけない
なあというのがありまして
うかっていうのを、この大阪府の審議会の結論を待ってるということが串ります。です

すみません。ここは今さ〈ら幼稚園、学校法人南港桜学園となってますが今は周成幼．
稚囲で、学園名は籠池学薗となってます。摩鞄先生のはうからも開成幼稚園が閉ゆられ

ので今結論を出すか、2月に国の審議会の前に出すか、というのがひとつあるかキ思い

たあとで先生どうされるんですかと言ったら、27年度から開けますと、私にも言って

ます。それで、今総論を出してですね、これほやっぱりまずいという出し方もひとつあ
るでしょうし、あるいは先はど出たいろんなことについてですね再度資料を集めていた

いただいていたんです。それが何か今のところ27年緬局開けないという形になってるノ

ちょっといいですか。

すみません、ちょっと待ってください、はい克た。

ようなんです、私学課のほうに開くと。
その辺りで私危惧するのは、法人で動いている

今の時点でもうやらないと、そう
のにその理事長が来年からやるって言ってたものが、

いうようなところで理事会運営が1きちっとなされている．のか非常に、先はとの議事録
も1臥1回出てきて、小学校をつくる辛いう一文で終わってるようなこそこらへんで
理事会機能がちゃんと理事会が機能しているかどうか、学園の。そこらへんが非常に不
安なところがあるめで、そこらへんが精査できるのでぁれば、聴取するとか理事会のと
きに議案書みたいなのがどういった資料でどういうふうに説明して、というのがち・やん
と出てるのかということもチェックされた方がいいような気はするんですが。

のこと自体はですね、少し特色を出しでやっていただく
のは当然いいわけですよね。た
だし問題はそれが安定した形でやれるかということがひとつ。これは財務的なこどが
あって、初年時から私黒字の計算とい．うのは、私も実は書類は最後女で日を通す方です

がこれはすごいなあと、普通はなかなか無いんですね。完成年次に近づくと黒くなって
いきますけどね。この間題なんかちょっとチェックしといてもらわんとね。．まあはっき

り言うと数字は上手に作れと言われれば作るんですよこれ軋薄黒ど我々も別に性善説
でやってんだけどね−けれども場合によって我々が非常に大事なこ上を見落としてたと

いうことになるとわれわれ自身の、責任にもなりますので財務的なことをチェックする

■−

あの、私立学校法ではね理事会運営についてチェックせんといかんとなっているわけ
ですよ、今はね。ですからそれで理事会記録、例えば署名してもらうでしょ、まあはっ
きり言いますと作ったものを出すところがあったりしてこれはばれると国の場合はで
すね、本当にすごいペナルティがあります。何年聞か申請が全然できないと．かね。そし
てそれが重なれば、さっきのですね役員の入れ替えの命令というふうに国の方はなるわ
けですけどね。まあち寅つとその辺も調べてもらわないといけないですね。理事会がい
っ開かれてて、どういう決定率どういう手順でやられてるか、というのをね。はい、ど

とナ1ラのがひざつありますdそれから二つ目にこれまで軸、色んな由∫、−が
おっしやろように出ているとするのであれば−ただやり方については色々と見方鱒ある

からその範囲なのか、あるいは強御やら／叩ハラやら色んなものを伴う形七社会的に問

題になるもの鱒あるかどうか。手法はね、荒い手法があっても叫ル、いいしと言った
らおかしいけれどそれで文句言うわけにもいかないしね○手法は周れでいいけれども、

その手法の中身にですね、あまり社会的にね、ご理解がいただけないようなものがある
かどうかということはやはり先ほどのご指摘であると息

■

．

うぞ。■

・−
﹂

私も資金のことでよく分からないんです。本当に基本的なことですが先ほど、観取入
に対して園児数が出てまいりましてご現在の塚本幼稚画の方ですが、これに対しまして、

やるのは社会的には理解が得られ蒔いということがありますので、そこまでいかないi±

だヤ洗い年間に1日あたりぎっくりわって■ぐらいの収入じや▲なかったかな

しても教育内容、教育理念についせですね、やはり世の中的な理解が得られるか。特に

と思うんですが、もちろん補助金やいろんな形のものがあって稔収入ができておるんで

教育理念はね、そのためにここに鱒色を嘩たせてこういうや．り方で、というのは少し調
べてもらわんといかんかもしれないですねpま卒今私が皆さんの帯を伺っていてです

すけれど・玩確か190人ぐらいで■■■かおっしやったので肋かったでしょ

ね、・3点ぐちいあると思うんですDそれで、ここからの振り方が2つあってね、この段

かロ

−

一
事紡局

は語弊がありますけれど今ヘイトスピーチがものすごい同郡こなちてまして、これはど
こか大事な部分があるんじゃないかという屈もあるけれども少なくともああいう形で

学生生徒納付金とそれから今おっしやっていただいた緬助金、経常費補助金等の収入

以如何か収入が削甜よね、一も入らないから。必≠何か別の収入があるq

た気がす如躇すミ揃メモして削

それ憫付去が■■−と如しやっ

せんが。

階で閏感が偽るからもう一度考えてくださいね、というのがひとつtもう一フはですね、 く
時間を置いて今出た烏のを全部向こうに掛げて資料を出しそもら・つて、これはまず事務
局で判断せんといかんですね。だいたいこれでいけそうだっていうことになれば1月の
終わりに臨時の審議会を観いていただい七ですね、再度蒔諭してですね、これについて
結論を出すと。この2つがあると思うんですカ草、皆さんいかが．吏．レようか。はい、どう
・■
♪▲て
ぞ。．

三 授業料、まあ保育料、入学金それから補助金を除きますと寄付金と
「

羊うに、最準かきますと■■とか■とか。
まあ言っ七草いぜいそ？ぐらいですか。■■

やっぱり今■lがおっしゃっ．たように教育ソフ

トの中の考え方というのは色んな考
え方があると思いますので、やはり現実問題として今ここに夜会串00平米、それと
校臭、教具、図書とれを開設時期までに．、もしくは順次締り宜しますということです
よね8そうするとお金の面で妻尉ま皆非常に心配し七いると喜藤寧400平米宅建て

ようと思う■と、木造だぅたら分かりかねますけれど撃適の錬輝むたら√18庇いり壷
それ以外の収入はないですか。

す凸9盾から10億いります。木造だからといって半額軸・嘩．払うわけにはいきませ んけれども、先ほどちらっとお聞きしたバランスシートか各軸考えにくいですし、

そうそれ以外の、それギ1桁違えば分かるけど。

10番の、これは学年進行とともに6分の1ずつ買ってしiご｛

そこらめやはり寄付金のもとが、やっぱり決してだからって暴いとかそんなことは私 ゝ
一切申しませんけれども、一定の団体、もちろんそれはひとつの何かの目的を持って集
まられた団体ということもありうるふなと。

■■

その辺もひとつね、調べてもらって分かるこ．とであれば。いずれにせよ我々鱒ですね

を恵もこ卯まお金をまどう

されるんですかと？それから理事会の満場一致はいいです

草牢としてはこ

ういう構想があってこう，いうふうなシミュレーションを
していきますというようなことがあって、賛成を普通はす
は一回のことで異議無く賛成したので新しく小学校を作

吟うふうに機能

珍しいというのもありますし、まずは僕は一点、お金のこ
ますのでその中では今年もうすでにお出しになってる

やすいと思い

の辺の議事録

療もなかなか
ンスシ⊥トを

幼稚園から小学校を作ってはいけないなんてことはあり得ないもこれはやれたらや？た

ペ∵スとして、どういうふ・うな調達でどういうふうな計

ま■でのシミ

アがあったとしてもそ
らいいんです。それから指導要領に基づ小ていればプラスアルフ

ユレーションをお出しになった・のれ．その信憑性という

1月に判断

の材料としたいということが一番、主観が入らなくてお金は客観的に判断できるからい
いんじやないかなと

■■■l

では随分議論しましたので、今日は保留とさせていただいて、今出たですね、私は3

点はど念頭にあるととを申し上げましたが、それを裏付けるお金■の資料や、それから今
町野事会資札理軍筆記録、これは理事会は由こ何回か開かなければいけないことにな
ってますからね。あるいは評議員会記録ですね。この辺でですね、どういう形で今まで

のことが了承されてき車のかと。例えば寄付金を≡≡≡集めることにし七も、理事

会でどのようなご説明がありどの羊うにご了承されたのか。＋焦めるというの はなかなか大変ですからね。ということがありますのでそういうことも精査していただ
いて、そして今日出たことを全部ですね、メモしてあると思いますが、全部含めていた

だいて、賓料を出していただいて、今日は保乱そして資料を出していただいて†事務
局の方できちっ・と模討していただいて、これをもう一度かける必要があるということに

なれば、1月の終わりにやって、そゐ間に必要があれば私増≡≡は軍務局の相談に

乗るということで、今日は保留ということはいかがでしょうか。よろし・いでしょうか。

資料・の最終的な判断で必要があれば、私も■■■も両方ともお金の問題では苦学して
いるあれですからね、見せていただいてね相談に乗るということにしたいと思います。
ではこの議案はこのあたりにして保留ということにしたいと患います

