
第２回小松島市総合教育会議議事録 

 

１.日 時  平成２７年８月２６日（水）午前１１時００分～午前１２時００分 

２.場 所  小松島市教育委員会２階会議室                                                                                         

３.出席者  濱田市長 

       森本教育委員長，谷教育委員長職務代理，東根教育委員，渡部教育委員， 

槇野教育長 

４.事務局  青木政策監，孫田総務部長，中島教育次長，山路保健福祉部副部長， 

西照教育政策課長，小野寺学校課長，勢井児童福祉課長，藍沢秘書政策課長， 

       泉教育政策課主幹，森田学校課主幹 

５.概 要 

 （１）開会 

 （２）市長挨拶 

 （３）協議事項 

・小松島市教育大綱の策定について 

・小松島市の就学前教育・保育のあり方について 

６.議事の経過  別紙のとおり 

 

 

 

 

 



（藍沢秘書政策課長）  はいそれでは、こんにちは皆様方。一応ですね、定刻前なりますけど、委員の皆様

方、及び行政側揃いましたので、ただ今からですね、第２回小松島市総合教育会議を

開催いたします。会議の進行につきましては、市長が務めることとなっておりますの

で、市長、よろしくお願いいたします。 

 

（濱田市長）  はい、これから座ってさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆

さんこんにちは。早速ですけど、ただ今より第２回小松島総合教育会議を開催します。

皆さん本日はどうぞよろしくお願いいたします。では早速本日の協議事項の（１）で

あります、小松島市教育大綱の策定について議題といたします。教育大綱につきまし

ては自治体の長が政府の基本的な方針を斟酌し、地域の実情に応じ、教育・学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされております。前回骨子に

ついては承認いただいたところでありますが、本日はその骨子に基づいた大綱案につ

いてご協議をお願いしたいと存じます。それでは小松島市教育大綱（案）について事

務局より説明を求めます。よろしくお願いします。 

 

（小野寺学校課長）  それでは、小松島市教育大綱について事務局から説明をさせていただきます。前回

の会議の中で大綱の骨子につきましてはお認めを頂きました。今回骨子を基にそれぞ

れの柱にもう少し詳しく記述を追加をして、小松島市教育大綱として提示をさせてい

ただいております。それでは、お手元の資料の、Ａ３版、カラー刷りになっておりま

すけれども、資料の方をご覧ください。まずその資料の左側の部分になりますけれど

も、前回この総合教育会議の中で骨子を作成する流れについて、口頭で説明をさせて

いただきました。その説明部分をですね、文章にまとめさせていただいております。

まず１。教育大綱策定の背景と趣旨としてといたしまして、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の第１章の３が施行され、本総合教育会議が設置されました。そこ

で、小松島市の教育及び文化等の振興に関する総合的な施策について、その目標や基

本的な方針を小松島市教育大綱と定めることといたしましたという内容を説明してあ

ります。続きまして２の部分に関してでございますが、２は教育大綱の位置づけでご

ざいます。小松島市の教育大綱に関しては本市の未来に向けた次なる道標となる小松

島市第５次総合計画の重点目標を踏まえまして、平成２２年に小松島市教育振興計画

が策定されております。この小松島市教育振興計画を根幹といたしまして、大切な部

分を継承しながら、策定から年数も経過していることから、現状に即した修正を行う

事として小松島市教育大綱を策定し、学校・家庭・地域が連携・協力をして、市民総

がかりで教育を進めていくというものを示してあります。続きまして右側の３の部分

でございます。教育大綱の基本理念及び目標、教育施策でございます。強調文字で示

させていただいてる太文字の部分に関しては、前回承認を頂いております骨子の部分

でございます。その骨子の部分にそれぞれ下にですね、具体的な方向性を説明文とし

て添えてあります。表の部分に関しましては、基本理念と基本目標非常に長いスパン

で考えた場合の教育の方向性を書かしていただいています。それでは裏の方をご覧く



ださい。裏は一応４つの重点目標といたしまして、近い、将来的な部分での方向性を

示してあります。この部分に関しましては小松島市の教育振興計画から若干変更・追

加等を加えております。その変更・追加をしている部分に関してご説明をさせてもら

います。まず２の就学前教育の充実でございます。就学前教育につきましては、就学

前保育、教育のあり方検討会等でも協議が進められているようにですね、大きな変革

期を迎えております。そのような状況下故にですね、幼稚園、保育所、認定こども園

での就学前の教育についてのあり方を研究し、充実を進めていかなければならない。

また、幼稚園と保育所はもちろん、家庭や地域との連携を図っていく体制づくりを構

築していかなければならないというような形の文言を入れさせていただきました。そ

れと、右側のページになりますけれども、上から３つ目に健やかな体の育成っていう

部分を追加をいたしました。子供の体力の低下に関しては全国的に話題になっている

ことが非常に多うございます。市長からも本市の子供たちの体力の低下については危

惧されているところでございます。そのために、子供たちの体力向上っていうものに

重点を置くっていう事で、学校の体育の授業はもちろん、学校給食を含めた食育の充

実。こういう風な部分を重視するとともにですね、下の段にありますけれども、スポ

ーツの振興等を含めて、本市の子供たちの体力の低下を防いでいこうという風な形の

部分の追加をさせていただいております。今後それぞれの立場から、この目標に対し

ての具体化っていうものを進めていく必要が今後出てくるという事になると思います。

大綱の案の説明につきましては、以上でございます。 

 

（濱田市長）  はい、どうもありがとうございました。ただ今の説明につきまして、皆様方から何

かご意見などをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この際で

すので、忌憚のないご意見をいただいて、聞いていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。教育長なにかありませんか。 

 

（槇野教育長）  前回の総合教育会議で骨子案をいただいております。骨子案で今までと大きく変わ

っているのが、就学前教育の充実をひとつの独立させた大きな項目として取り上げた

と。あと、スポーツ、保育、食育に関する指導の充実等といった項目と、健やかな体

の育成とスポーツの振興ということで、常々市長さんからも言われております、子供

たちの体力の低下といった部分の心配も頂いておりますんで、それを大きくわけたの

が骨子案の方になるところであったんですけども、先程事務局の課長の方からもお話

ございましたように、就学前教育の充実につきましては、新たな子供、子育ての施策

が本年度よりしたと、みたいな事もございまして、木村副市長さんを座長としていろ

いろあり方について、検討委員会を開いていただいて、検討を重ねていただいている

ところでもございます。そういった意味合いも反映をしていただいた、２番目の就学

前教育の充実になっておるかという風に。もうひとつは、健やかな体の育成という、

３番目の中ほどの文言でございますけど、当然学校の体育授業の充実というものは当

然とは思うんですけれども、食育の充実を図るといったような文言も追加されたよう



な形になっておろうかと思います。本市の学校給食は他の市町村から来られた方にと

ったら、おいしくてと言うようなことで、いろいろとお褒めの言葉いただいたりする

んですが、地産地消を進めましてですね、地元の農産物、あるいは海で採れたような

ものの使用率につきましても、確か、正確な数字ではないですけど、５２％を超える

という事で、県平均を大きくリードした数字が出ておるといいますんで、そういった

意味合いも含めて、この項目で取り上げていただいておるんかなといった気もします。

従来ですと教育委員会だけで教育振興計画を基に考えていたわけですけれども、今回

こういった総合教育会議といった形になりますと、市当局の方とも色々な話があって

少しこう今までよりも幅広い見地で教育大綱の決定をしていただいたんでないかと、

思っておりますんで、とりあえずこの案で承認いただけたらありがたいかなぁと思っ

ております。 

 

（濱田市長）  はい、ありがとうございました。教育委員長何か。 

 

（ 森 本 教 育 委 員 長 ）  はい、裏面の４ですかね。言葉としては入ってないんですけども、人権教育の徹底

っていう分でですね、生涯学習の視点に立って乳幼児期からの発達段階をふまえた学

校教育・社会教育との相互連携を図りつつ，地域の実情等に応じた人権教育を推進し

ますという分で、ここに言葉としては入ってないですけど人権教育の中で大きく取り

上げられるいじめ問題ですね。これが、いじめの問題もこれに含まれるんですよとい

う事を周知していただけたらありがたいなぁと思います。 

 

（濱田市長）  東根教育委員。 

 

（東根教育委員）  はい、４つの重点目標という事で、家庭、それから就学前、それから学校教育、生

涯教育と細かく挙げられているんで、非常によくできているなと思いました。いま、

委員長さんもおっしゃられましたように、日本のあちこちで問題が起こっています。

特に中一の、中一ギャップっていうんですか、まぁそういう問題もありながら、家庭

と学校が、地域とが非常にこの連携を取っていったらほんとに健やかに育っていきな

がら・・・多いです。それとそのことがそれぞれの項目の中に含まれるというのが、

大きな願いになりますので、学校教育の立場から考えたら、昔、昔と言いますか、私

たちが現役でいた時には、こういう事起こったら、こういう事に集中して取り組んだ

り、解決せないかんという事を進めているんですが、やっぱりあの昔から行われてい

る不易と流行っていうんですか。この前、そういうシンポジウムを開催していただい

て、非常に、教育の情報モラルっていうので勉強になりました。そういう風な、今家

庭では１人１台のゲーム機を持っているような状況の中で、家庭のしつけって言いま

すか、そういったものが。家庭は家庭でするんじゃと割り切れんところがあるんで、

そこらあたりどうやって、教わっていったらいいのかなぁと。まぁ、自分ばっかりで

すが。思っています。この教育施策についてはほんとにいろんな沢山の事を私たちは



しないといけないのですけど、それをやるにはどこかを削らないかんなぁと思うし、

どこを重点的にするか、書くんであれば、どれを入れてどれを入れないかをよく考え

るべきだと思います。 

 

（濱田市長）  はい。ありがとうございます。谷さん。 

 

（谷職務代理）  はい。今、東根委員さんからもありましたように、１番から４番まで、家庭と学校

と生涯学習という部分ですべてを網羅されているという事で、良いかと思いますが、

１番に家庭教育がきてるという事に関しては、やはり１番教育の部分では重要なのか

なという事だと思いますし、この小松島市の教育施策として家庭教育の部分を、具体

的な施策というか実施するような内容として特色のあるものを考えていっていただけ

ればなぁと思っております。おそらくこの教育施策というのは大体どこの市町村もよ

く似た感じになる様な、感じだと思いますが、実際の施策の中で小松島市の教育って

いうのは、そういう家庭教育にしても、どういう特色があってっていう、独自のもの

ができれば私は小松島で生まれ育ちましたと、将来子供たちが誇りを持って言えるよ

うな小松島市になればいいなぁという風に思っております。以上です。 

 

（濱田市長）  はい、どうですか。 

 

（渡部教 育委員 ）  夏休み明けは不登校が始まったり、全国的には自殺率も一番多くなるっていう事を

聞きました。やっぱりあの、立派なものができましたら、どこに重点おいていくかっ

ていう事で、小松島市が例えば不登校の子どもであるとか、いじめの事であるとかい

ろいろあの、東根さんもおっしゃったように、どこかにポイント置いて、子供のほん

とに特に小学校中学校の義務教育の間っていうのは、もしかしたら一生左右するほど、

重要な時期でありますので、体作りとか、健やかな、もちろん食べて寝てっていう、

基本になるところがきちんとできて、体力づくりができたら学力も向上するっていう

ことを確かめられてるところですので、その中で私が思うのは、ゲームとか、パソコ

ンとか夜の方で、早寝早起きっていうのを特に小学校は、前頭前野が善悪を判断する

と言いますけど、その前頭前野が夜更かしをすることによってすごく損傷しますので、

寝ることによってそれが修復するらしいです。寝ることしかないらしいです。だから、

どこかの自治体で、９時までに低学年は寝るっていう事を推奨して、スポーツもでき

るだけ早く終わるように働きかけて、町が取り組んだら不登校がゼロになったってい

う小中学校の一例もあるようなので、できたら私はやっぱり、健やかな体づくりとい

うところに早寝早起きっていうことに、具体的に取り組んていただいて、いろんなと

ころ限定したところ、例えば、塾であったり、いろんなスポーツのところもできるだ

け早く終わって、早寝ができるように、できるだけ修復をして善悪の判断ができる子

供を育てて、学力をつけるってところに重点を置いていただけたらと思います。 

 



（濱田市長）  はい、ありがとうございます。それでは事務局の方、今１番がまぁ、家庭教育の充

実という事と、その、健やかな体の育成の中に早寝早起きを文言として入れるってい

うのと、教育長も言ってましたように地産地消５２％という事で、地産地消の奨励と、

そういう風な文言と、あと人権教育の徹底についてはいじめ問題とかいう文言をつけ

加えていただきたいという、事務局どういう風な繁栄させていただけたらと思う、そ

のあたりの説明をお願いします。事務局よろしくお願いします。 

 

（小野寺学校課長）  学校課でございます。各委員さんからご指摘の内容、どれもほんとに大切な内容で

ございまして、子供たちにとって、非常に有意義なものであると当然考えます。１番

のところの家庭教育の充実、地域の連携という形で、ここにも基本的な生活習慣とい

う風な形でも書かしていただいてるんですけども、おそらく早寝早起き等に関して、

こういう風な部分で指導の一環に入ってくるんでないのかなという風に考えておりま

す。またあの、先程話に出ておりました、特色あるものっていう風な話もございまし

た。こういう風な部分に関してもこの４つの重点目標を受けて、更に担当部署の方で

ですね、具体的な活動にしていくと、そういう風な段階までですね、ご助言いただい

た内容っていうのを、盛り込んで行けたらっていう風に考えております。ただあの、

人権教育のところのいじめに関しては、テレビ等の報道等でも本当に話題になってお

ります。小松島市としてもですね、非常に重要視している部分でもございます。その

部分等に関しましては、もし文章の中に付け加えができるならば、若干の修正になり

ますけれども、修正をかけさせていただけたらなという風に考えております。以上で

ございます。 

 

（濱田市長）  それではまた、どういう風な報告いただく・・・ 

 

（小野寺学校課長）  一応、若干の修正でございますので、こちらの方でかけさせていただいて、お認め

いただけるならば、そういう形でお認めいただけたらなと考えておりますが。よろし

くお願いいたします。 

 

（濱田市長）  委員の皆さんそれで、よろしいでしょうか。 

 

（委員多数）  はい。 

 

（濱田市長）  ありがとうございます。それではまぁ、あと特に無いようですので、小松島市教育

大綱（案）については、決定させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたし

ます。 

次の議題であります。協議事項の２であります、小松島市の就学前教育のあり方に

ついて事務局より説明を求めます。お願いいたします。 

 



（勢井児童福祉課長）  はい、児童福祉課の勢井でございます。児童福祉課、教育委員会に共通した問題と

いたしまして、幼稚園、保育所等の就学前の施設の再編の方向性について取りまとめ

をいたしましたので、説明をさせていただきます。資料につきましては小松島市の就

学前教育・保育のあり方について。この方針の策定に当たりましては、国立社会保障・

人口問題研究所が全国、国のレベルの中長期的な人口問題、これの推計をいたしまし

て、全国的には人口は減ってくる。そうした中で、児童数についても減少が予測され

るという事で、就学前の児童が入ります、幼稚園、保育所についてはですね、本市の

場合、各園とも縮小化しており、運営の効率性や採算性、それから集団教育、集団保

育、そうした観点からも施設全体についてもですね見直しの必要があると、こういう

ような考えから検討してきたところです。で、実際ですね、平成２４年度から坂野幼

稚園、それと坂野保育所についてですね、幼保連携という形で運営しておりまして、

それに伴いまして、関係する教育委員会の教育政策課、学校課、それから児童福祉課

と協議はしておりましたが、これは児童の減少など非常に進むという事で、全庁的に

取り組む必要があるという形で、先程教育長さんの方からもお話がありました通り、

副市長を筆頭とした小松島市就学前保育・教育のあり方検討会、これを立ち上げまし

て、担当者による作業部会等を踏まえまして６月から４回開催しまして、こういう指

針を取りまとめたところでございます。それで、資料の１枚目めくっていただきまし

て、目次に続きまして１ページ、子ども・子育て支援施策、黒い四角。これは、この

方針をまとめるにあたりまして、平成２７年度の４月、本年度の４月から子ども子育

て支援新制度が始まっております。そうした制度との関連性を記載させていただいて

おります。で、この子ども子育て支援新制度につきましては、いろんな視点から制度

を策定したという形はあるんですが、その中で、ここに書いてあるのは抜粋になって

おります。で、まぁ、１つにつきましては少子化対策。これの１つとして子育て政策

を。こうした事が１つあるのと、それとですね、全国レベルで見ますと、保育所に入

れない待機児童が多く発生しておりまして、この解消をしなければならないという事

になるんですが、当然、待機児童を解消するにあたっては、施設がなければ施設を作

ればいいという事なんですが、これがですね、建設費の問題もありますし、実際に建

てる場所が最近なかなかなくてですね、住宅地に建てざるを得ないような状況から、

地域の住民の方から、住環境が壊される。そうした中で、迷惑施設のような捉え方を

されてですね、なかなか施設の整備が進まない。こういうような状況がございます。

それで、もうひとつ保育所以外に、何か施設はないかというところで、幼稚園。これ

についてはまだ定員に十分空きがあるという形で、まぁこうした幼稚園の定員の空き

に着目しまして、ここへ保育の必要な児童が入れる措置をすれば、多くの待機児童の

解消につながるんではないかと。まぁそうした中で、幼稚園の認定こども園化、それ

とまぁそうした受け入れ態勢の推進をするという形で、幼稚園それから保育所、認定

こども園ともですね、共通した費用の支援、こうした事を行う事をして作ったのが一

つの成果っていう事であります。そうした中と、もう一つのこの公的な支援をする中

で、何を財源にするかという事と、消費税の増税、これを財源として、位置づけとし



ては社会保障でやるんです。そういう形に変わりました。当然社会保障になるんです

が、財源については無限大ではございませんので、限られた中で、事業を行わなけれ

ばならない。そうした中で、ニーズ、それぞれの市町村のニーズに合った形で、施設

の提供できるような形で、計画を作るという事が求められまして、本市におきまして

も昨年度、計画を作ったところでございます。この計画につきましては、２７年度か

ら３１年度の５か年の計画期間になりまして、現状実施をしております。それとこの

計画の策定の間にですね、待機児童を解消するという必要性からですね、平成２９年

度中に見合った定員ができるよう、施設の整備をしなさい、こういう事が国に示され

ておるわけです。２番には保育所幼稚園の現状でございますが、これは保育所の直近

過去５年間の現状でございます。合計の部分を見ていただければわかると思いますが、

市内には公立７か所、私立５か所の合計１２か所で、定員の合計といたしましては９

６０。直近過去５年間の平均入所者数といたしましては、右側にありますが、９５９

人という事で、入所率としては９９．９％。ほぼ定員に見合った形で入所されている

という状況でございます。続いて２ページをお願いします。２ページにつきましては

幼稚園の入園状況でございます。幼稚園につきましてはですね、平成２０年度から２

７年度まで８年間を記載しておりますが、それぞれの施設定員につきましては、南小

松島が１３０、それから残りの幼稚園につきましては６５人の定員で、実際に平成２

０年には櫛渕は休園中でございましたので、それを除いた施設、１０園の施設定員を

合計しまして７１５という形で、この２０年度の２９８人という合計からしても、す

でに大幅な定員割れをしておるというところでございます。実際に２７年度について

は１５６人と２２年度に比べましても半減しておると。こういうような利用の状況で

ございます。下はですね、今年度、２７年度の住民基本台帳を基にした、それぞれの

入所の割合でございます。住基台帳でございますんで、実際の入所に係る児童人口と

は若干変わりますが、ここはちょっとこういうんですという構成を見るという形でご

理解いただければと思います。人口につきましては０から５歳の６学年で住基台帳上

は１６４２人。で、保育所の入所につきましては９３８人で、入所率としては５７．

１％の割合。幼稚園につきましては１５６で９．５という形で、入所率の合計として

は６６．６％。で、実際に保育所、幼稚園に係る部分につきましては４歳５歳になり

ますが、そちらの方の入所率に関しましては９０％、９５％という形で、残りにつき

ましては市外の私立の幼稚園等に入所されているという状況が考えられます。４歳５

歳の入所としましては児童４人のうち保育所に３人、幼稚園に１人、こういうような

状況になっております。続いて３ページをお願いします。３ページにつきましては保

育所・幼稚園の今後５年間の推測、入所の推測、予測でございます。上の方が保育所

でございますが、平成２７年度の実績でみますと、９３７人の入所に対しまして平成

３２年度には８４４人と約１００人減少するんでないかと。幼稚園につきましては平

成２７年度１５６人に対しまして平成３２年度には１１４人。約５０人ほど、更に、

利用が減るという形で、幼稚園につきましては南小松島・和田島の２園を除いては、

４歳５歳で１０人というような定員の状況になる事が推測をされます。続いて４ペー



ジをお願いします。４ページは３ページの推測をするにあたって、推計した０から５

歳の児童人口でございます。これは子ども・子育て支援事業計画を作った際にですね、

使った推計でございますが、平成２７年のこの推計値では１７３９人に対し、５年後

の平成３２年には１５８６、約１５０人減。で、実際にですね、施設は幼稚園、保育

所合わせて２２施設ございます。すると１施設当たり６．８人ほどに減少すると。一

方ですね、平成３８年これにつきましては１１年後ですが、これについては１３４９

人という形で、平成２７年度に比べまして４００人。これを１施設にすると１８人減

という形で、先程の幼稚園の状況ではほとんどが入所は無くなると。こういうような

可能性もあると。下がですね、人口問題研究所が推計しておる結果でございます。２

０３０年、今から１５年後、それから２０年後の２０３５年、２５年後の２０４０年

としていますけど、総数というのは小松島市の人口、で０～４歳まで５年齢ごとの、

で、人口問題研究所が推計出してるんですけど、実際に就学前にかかるのは０～４歳

と５歳の６年齢になりますんで、ここから推計しますと、２０４０年、２５年後の８

８０人に５歳を足すと、約１０５０人前後が就学前になると。先ほどの６６％という

入所率をそのまま適応するとすると、６８０人、７００人程度の施設の受け入れがあ

れば、十分な数字になる。このように。５ページをお願いいたします。５ページにつ

きましてはですね、それぞれ各課で個別に対応しておった取組でございます。保育所

につきましてはですね、現在目佐のところは、利用申込みが非常に少なかったという

事で、休所しております。今後の児童数が減少する中で、利用が増えるとはちょっと

考えにくいので、休所、若しくは閉所にするという形の現状と考えるところで、幼稚

園につきましてはもう、２６年度に試験的に合同保育を実施しておりますが、なかな

か保護者のご理解を得られないというような状況の中でですね、合同保育という方針

から利用が少ない場合については休園の方。こうした形に進めていく必要があるんで

はないかというような形で取り組んできたところでございます。それとは別に先程お

話がございました小松島市学校再編計画策定委員会からご意見を受けて計画しており

ます学校再編計画。これについては小学校と幼稚園が同じ形で整備する。基本的に幼

稚園については小学校に併設して整備する。こういう事が計画の中身という事はご承

知の通り、こうした取り組みからですね、それとまぁ、現状、それから推測、におき

まして、本市における課題としましては幼稚園・保育所とのこれから施設の利用児数

は減少に転じるでしょう。それと児童数の推計、これにつきましても現在地方創生と

いう形で地方の再生についての計画をしておりますが、これがまあ有効に機能しない

とこの推計通りになるという形で、児童数についても大幅に減少する。それとこの子

ども・子育て支援新制度におきましては施設に、就学前の施設については市町村の区

域に関わらず、すべて広域化利用が前提です、という風な形になりますんで、児童人

口が減少して利用が少なくなると、児童の取り合いっていう形も考えられますので、

非常に民間の保育所も、定員割れすると運営が圧迫されると。それと全国的には保育

士数が不足している、またあの就労するには労働条件が厳しい形で、まあ課題としま

しては、幼稚園、保育所の施設の統廃合が非常に必要であると。で、まぁそれに向け



た再編もしなければならない。で、６ページ。６ページにつきましてはそうした課題

を受けまして、今後の保育所・幼稚園の再編方針を作っております。策定方針プラン

としては１０年前後で考えておるのが妥当であるという形で、１０年を第１期・第２

期という形にしまして、第１期については平成２８年度から平成３２年度の５か年。

第２期につきましては平成３３年度から平成３７年度という形でなっております。第

１期のうち平成２８年度につきましては平成２７年度中に全ての、秋以降ですね幼稚

園・保育所の募集をします。時間的制約もございますんで、２９年度以降とは切り離

して、方針を考えております。で、６ページの下の分の４がその方針でございますが、

まず２８年度の募集方針について、認定こども園という新たな施設をつくるという形

で、坂野保育所、坂野幼稚園は幼保連携という形でもう既に４年間動いておりますん

で、これを統合して認定こども園へ移行して運用していくと。それに合わせまして、

現在民間の保育所でございます、花しんばり保育園と、こまつしま健祥会保育園が２

８年度に移行に向けて準備をしておると、いうようなところがございます。で、保育

所につきましては認定こども園の坂野保育所を除く、県前、泰地、横須、和田島、立

江、目佐。この６か所については２８年度の計画及び新規の募集。ただし目佐保育所

につきましては２７年度にですね、休所をしておりますので、この２８年度の入所申

込みの結果を見て、これもまぁ１０人以下を切るようだったら２８年度は引き続き休

所といたしまして、２７、２８で２年連続っていう形になりますので、２９年度には

閉所の手続きをしたい。このように考えています。続いて７ページをお願いします。

７ページは幼稚園の方でございますが、小松島、南小松島、千代、児安、芝田、立江、

和田島。この７園につきましては、平成２８年度に継続及び新規の募集をするという

形で、北小松島、新開につきましては、先ほど申した花しんばり、こまつしま健祥会

保育園がそれぞれ認定こども園化を目指しておりますんで、まぁそうした中で、競合

関係にならないように新規の募集についてはですね、停止を。継続して在園児がおる

場合は運営しますが、その在園児が卒園等でいなくなった後には閉園あの、休園をす

ると。それと２０年度から休園してる櫛渕についてはですね、昨年度まで実際にござ

いませんので、今年度を持って閉園にするという形で、条例等の手続きを進めていき

たいと考えています。で、次に２年目から５年目、平成２９年度から３２年度は募集

がございますが、保育所につきましてはですね、児童の減少はありますが、一気に減

少するほどではないだろうという形で、２８年度に引き続いてですね、目佐を除く施

設については開所になるだろうという事で、予定しております。幼稚園につきまして

は、南小松島除く、そこに書いてあります、６園ですね。これについては２８年、次

年度の募集についてですね２８年度、２９年度、２年間１０人切った場合ですね、休

園という形を取らさせていただいて、在園児がいなくなれば閉めるという事を考えて

おります。ただ、８ページにちょっと但し書きでございますが、千代と芝田について

は既に２７年度に千代が１０人、それから芝田が８人と、１０人以下となっておりま

すんで、２８年度の状況を見て、これが１０人以下となるようであったら、２９年度

にはもう新規の募集を停止して、在園児が出た後、閉園にすると、こういう流れであ



ります。で、一時預かり等ですね、集約化を図ってきた南小松島幼稚園については、

ある程度の利用需要が見込めるため、今後、子ども・子育て新制度では４歳５歳、更

に３歳児教育についてもですね、ニーズがあれば実施をしなさいと言う形を打ち出し

ておりますので、それに従いまして、３歳児の受け入れを検討すると。このようにな

っております。で、その他としましては２８年度中に新規の募集等を停止・休園をす

る園が出てきまして、２９年度には各小学校に見合うだけの幼稚園はなくなる可能性

がございますんで、通園区がそれぞれの小学校と同じく設けられておりますが、この

通園区については、廃止を検討したい。このように。続いて、計画の第２期は６年目

から１０年目になるんですが、この部分につきましてはですね、推計と児童人口が出

ておりますが、ちょっと流動的な部分がございますんで、大まかな方針を立てていま

す。保育所につきましては近隣の県前、泰地につきましては児童数の利用状況が少な

くなれば、この２つを統合するという形で考えております。で、横須保育所につきま

してはですね、最終的には横須と、幼稚園においては南小松島、このあたりが利用数

は集中してくるだろうという形で、新設等も踏まえた上で認定こども園化。幼稚園、

保育所を統合した上で認定こども園化を検討したい。和田島保育所につきましては近

隣にかもめ保育園ございますので、そうした状況と利用児童数を踏まえながら、かも

め保育園の方へ統合という形で、和田島保育所については休所・閉所を考えておりま

す。立江保育所につきましてはですね、今現状が立江櫛渕地区、従来の新市旧市で言

うと、この地域についてはですね、若干施設をこのままで行くと、なくなると。この

ような可能性ございますので、花しんばり保育園が競合関係になる保育園にはなろう

かと思いますが、そちらと状況を見ながらですね、小規模保育事業。これはですね、

０から２歳を対象とした、小型の保育園になるんですけれども、そうした整備、若し

くは立江幼稚園と立江保育所で、これも花しんばり保育園とは競合しない形の定員の

設定をした認定こども園化を検討したいと、こういう事でございます。９ページをお

願いいたします。９ページにつきましては幼稚園の方でございますが、既に第１期で

集約化、それから休園等がおそらくだいぶ出てくるだろうという形でございますが、

これが３３年から３７年度の間にあるようであれば、各民間の保育所と、が、認定こ

ども園化に合わせてですね、さらなる集約を検討すると。南小松島については先程申

した通り横須保育所との認定こども園化。和田島につきましてはこれもかもめ保育園

の認定こども園化等が検討されるようでありましたら、和田島保育所同様、そのあた

りと統合して閉園したい。認定こども園の２８年度化を目指す坂野につきましてはで

すね、既存の施設を使った上で、認定こども園化を考えておりますので、当然のこと

ながら施設の残存利用期間というのがどのぐらいあるのかを検討せざるを得ないと思

いますが、この方針の期間、向こう１０年程度は利用ができるだろうという事なので、

こうした中でですね、かもめ保育園、それから花しんばり保育園、これの間に挟まれ

るような状況でございますので、ここらが認定こども園化した状況と、一帯の児童数

の状況を見ながら、もし児童数の減少が大きく進むようであれば、閉園を検討したい。

こうした事を考えています。資料につきましては資料１が幼稚園、保育所、小学校、



中学校の位置が示されております。資料２につきましては先ほど説明した分を文章化

したものを表化したものでございます。黒い丸の部分が施設が開所している、白い部

分、白丸については一部募集停止であるとか、休園・休所と。このような形で推移す

るということでございます。それと、保育所、幼稚園ともですね、施設が１０人以下

の利用という形が２年連続続くという形になるとすべて休所、休園の対象になると、

この様な位置づけをしております。説明については以上でございます。 

 

（濱田市長）  はい、どうもありがとうございます。ただ今の説明につきまして、皆様方から何か

ご意見など、うかがいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この際です

ので、先生、森本先生から一言ずつ。ちょっと時間も少ないんで。簡単明瞭に。 

 

（ 森 本 教 育 委 員 長 ）  学校再編計画をつくったときの教育委員だった、教育委員長だった、その時には幼

稚園のことはあんまり問題にならなかったんですけども、公立の幼稚園も園児数が減

ってるという、なので、びっくりしているところなんですけども、・・こうやっていか

ないと厳しい、管理とか運営がしにくいんじゃないかなと思っておるところです。 

 

（濱田市長）  はい、ありがとうございます。 

 

（谷職務代理）  定例会の方でも申し上げたんですけども、人口の推移とか、入園、入所の推移予測

等、大変合理的な、下取り的な方策として、方針としてあると思います。それで、こ

ちらの方針を出す側とそれを受けて子供たちを学校に行かす保護者との間にかなり意

識の違いが出てくると思いますんで、委員会の定例会でもありましたが、ちょっとこ

うお話も複雑な感じかなぁという事を感じると思いますので、より丁寧に。で、なぜ

これをせないかんのかという事を、説得力を持った方針として、これから保護者にな

る方、現在保護者の方もいらっしゃいますが、説明を丁寧にしていただければなぁと

いう風に思っております。方針としては、なんらこっちは問題ないと思います。 

 

（渡部教 育委員 ）  私は子どもの時に本当に勉強ばかり叩きこまれて、子供が少なくなっていく現状で

子供がすごくさみしい感じがするんですが、まぁそれに合わせた認定こども園であっ

たり、いろんな形でより良い就学校前の教育が充実が図れるようにと、希望しており

ます。 

 

（東根教育委員）   私も同じ意見なんですが、小松島市教育大綱にもありますように、就学前の教育っ

ていうのは非常に小松島を支える、これからの小松島を担っていく子供たちの育成に

つながると思いますので、谷委員さんもおっしゃられたように、とにかくの連携と言

いますか、説明が十分にできた上での状況であると思います。 

 

（槇野教育長）  大学の全入時代という事で、少子化のスタートが切られたように思いますし、私も



ちょうど学校現場でお世話になっていただいた時には、兼任園長も経験しておりまし

て、地域の限られた子供を幼稚園へ、保育所へと、といったような事で、ちょうど、

２０人ルールが展開されていた時に、そういった・・・。それ以降本当にこう、急速

な少子化という事で、いろいろ協議していただいたという事だろうと思いますが、先

程の谷職務代理者さんが保護者委員さんの立場でも、こういろいろお話も頂いており

ますし、教育委員会の立場としても、小学校でスムーズに子どもたちが入学できる。

今まで幼稚園が主体でという事ではありましたけれども、保育所からの子ども、幼稚

園からの子ども、認定こども園からの子ども。多様なところからの子どもたちがスム

ーズに小学校生活に移行できるように、いろいろと教育委員会としても考えていきた

いなと思うところであります。 

 

（濱田市長） はい、ありがとうございます。事務局、今、委員さんからいろいろ・・・ございます

けど、これを踏まえて、もっとわかりやすく保護者の皆さんに分かりやすい説明をお

願いします。という事で、結びとさせていただきます。特にその他ありませんね。そ

れでは、特に無いようですので、小松島市就学前教育のあり方について、これに準じ

て進めさせていただきたいと思いますので、ご協力のほどをよろしくお願いいたしま

す。それでは長時間を持ちまして、協議していただきまして、第２回小松島市総合教

育会議を閉会とさせていただきます。お世話になり、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


