
平成 30年度 第 1回坂出市総合教育会議 

 

１．日時 平成 30年 7月 23日(月) 開会 13時 30分～閉会 15時 20分 

(所要 1 時間 50分) 

２．場所 教育会館 2階大会議室 

 

３．議題 

 (1) 就学前教育・保育について 

 (2) その他 

 

４．出席者 

  市  長 綾   宏   教 育 長 國重 英二   教育委員 斉藤 惠子 

  教育委員 小川 幸彦   教育委員 古田 桂子 

 

５．欠席者 

  教育委員 髙尾 正彦 

 

６．出席した職員 

  政策課長 中川 高弘     政策課政策調整係長 明石 公秀 

  健康福祉部長 丸橋 通良   こども課長 林 尚志   

  教育部長 浦田 俊一     学校教育課長 山田 知志   

学校教育課主幹 松岡 英治  指導主事 川中 祥照 

教育総務課長 加賀 実    教育総務課長補佐 柳原 孝宣   

教育総務課管理係長 詫間健太 

 

７．傍聴者 

  なし 

 

≪会議の大要≫ 

 

政策課長  ただいまから平成 30年度第 1回坂出総合教育会議を開催する。最初に綾

市長からご挨拶をお願いする。 

    

市長   （市長挨拶） 

 

政策課長  それでは議事進行をお願いする。運営要領第 4 条の規定に基づき，綾市

長に議事進行をお願いする。 

 

 



市長    議題 1「就学前教育・保育について」事務局より説明を求める。資料が多

いのでまず，資料 1ページから 4ページの「１．就学前教育・保育の施設」

について，事務局より説明をお願いする。 

 

事務局      (資料の説明)  

 

市長    ただ今，事務局からの「１．就学前教育・保育の施設」についての説明

があった。資料も多いが，この時点で何かご質問等があれば，ご発言をお願

する。 

 

教育委員  ただいまご説明いただいたが，わからない点が２～３ある。まず，認定

こども園の類型について具体的な違いがよくわからない。どんな点が違う

のか。 

 

事務局   認定こども園の類型は，それぞれ元の施設および設置主体が何であった

かと持たせる機能によって，各類型に該当する。例えば元は幼稚園であっ

た場合，あるいは幼稚園の機能の上に，認定こども園として運用する場合

は幼稚園型になり，保育所であった施設が認定こども園として運用する場

合は保育所型となる。幼保連携型になると，幼稚園と保育所の両方の機能

を持ち，施設の基準等をクリアして認可を受ける事となる。また，類型間の

移行も要件が整えば可能であり，大都市では認定こども園として認可を受

けた施設が，幼稚園へと戻す場合もあるようだ。 

 

市長    委員のおっしゃるとおり，非常にわかりにくい制度になっている。端的

にいうと，文科省と厚労省それぞれの所管施設を，こども園として統合し

ようとした事で，こういった制度になっている。補助金や助成金等もそれ

ぞれの省庁で行っているものもあり，市を通さないものは把握できていな

い。それぞれの施設のイメージや特色を残したいところもあれば，教育を

前面に押し出したい施設もあるので，施設名も含めて煩雑になっている。

以前から市長会として，複雑な制度ではなく就学前の子どもを扱う施設と

しては一つにしてほしいと要望しているが，なかなか実現していない。世

界でも特殊な例であり，わかりにくくなっている。 

      関連して，事務局より認定区分について補足説明をお願いする。 

 

事務局   認定区分にある１号・２号・３号とは等級ではなく，法律のどの条文に

該当するかになっている。１号が３・４・５歳児で保育の必要のない方，

いわゆる幼稚園へ通園している方になり，２号が３・４・５歳児で保育の

必要な方，３号はそれよりも小さい０・１・２歳児で保育の必要な方にな

る。 



市長    こちらの方がややこしくて，以前は保育に欠ける家庭が対象と言われて

いたが，今は「働き方改革」も含めて要件の見直しが進み，求職中でも保育

所利用が可能になっている。利用者が増えても待機児童を出さない対応が

必要となってきており，就学前の子どもへの政策が求められる状況が生じ

ている。 

後で市長会の要望についても出るが，国は消費税増税に合わせて幼児教

育の無償化等を行おうとしているが，国の予算が決まる前に市の予算編成

を行わざるを得ず，国の予算内定を目処に対応していても内定どおりにな

らない場合もあり，その場合は地方自治体が単独予算で対応しており，地

方が疲弊する原因になっていると考える。 

      また，地方によっては就学前の教育・保育を民間が大きな役割を果たし

てきた経緯もあり，認定こども園への移行に関しては自治体の対応だけで

は難しい面もある。 

 

教育長   認定区分についてだが，２号認定の幅というかどんな条件で認定される

のか。例えば家庭に誰かがいても，条件によっては２号認定になるのか。 

 

こども課長 ２号認定，３号認定も同じ考え方だが，原則として保育に欠ける家庭が

対象となる。ただし，先程市長からの発言にもあったが，通常は保護者が

就労している家庭を想定しているが，求職活動中の方も２号・３号認定の

要件となっている。フルタイムで就労している方以外でも，総合的に判断

して保育に欠ける状態の方が対象となる。 

 

市長    どちらかと言うと，対象者の幅を広げてしまったために，家庭の状況の

裏付けを的確に捉え辛くなってきている。 

認定こども園になってくると認可等は県が行うことになっており，市町  

によって微妙に違う内容があるため，それへの対応として資料にある地方

裁量型の類型ができたのだと思う。 

対象者の幅を広げたのは，いわゆる働き方改革が前提にあり，保育が必

要な保護者が利用できない状況に敏感に反応して，厚生労働省が対応しよ

うとしている。 

例えば介護保険制度でも時折あるが，市町をまたがったり，家族が同じ

敷地内の別棟で生活している場合，同居と捉えるかどうか等，非常に状況

把握が難しくなっているのが現状としてある。 

      

教育委員  この地方裁量型というのは無認可の施設も含まれるのか。 

無認可というか，病院の中に保育所を併設しているような施設も対象な

のか。 

 



こども課長 少し内容的に戻って説明させていただくと，幼稚園型の認定こども園は

まず幼稚園としての認可をとっている。そのうえで認定こども園としても

認定されている。保育所型の認定こども園は保育所として認可されており，

プラス認定こども園として認定されてる。幼保連携型認定こども園は，幼

稚園，保育所の認可は受けていない。認定こども園法に基づく認定こども

園としての認可を受けている。最後の地方裁量型というのは，幼稚園でも

ない，保育所でもない施設が認定こども園として認定された施設となる。

法律的にはそういう規定となっている。先ほどの病院の院内保育所が，そ

のまま認定こども園となるわけではない。いろいろな施設としての基準を

クリアすれば可能だが，なかなか難しいと思われる。 

 

教育委員  それでは，坂出市内には地方裁量型の認定こども園はあるのか。 

 

こども課長 認定こども園自体が，坂出には幼稚園型の認定こども園が２園ある状態

である。 

 

市長    無認可とか託児所等とは全く違った存在である。先ほどお話のあった企

業内の保育所に，地域枠として保育していただいている施設もある。これ

はある意味で待機児童への対応にもなり，市としても歓迎したい部分もあ

るが，施設のタイプによっては市が関係しないものもあるので，制度が複

雑になりすぎて混乱している部分もある。都会では無認可の施設も認可と

同じように扱ってはどうかとの意見もあったり，夜間の就労等の働き方に

よって保育のニーズが違うこともある。以前にも病院内に保育所があった

例があったが，それが復活しているような部分もあり，労働関係からの影

響もある。 

      他にご意見が無いようならば，「２．坂出市の状況」についての説明を，

事務局よりお願いする。 

 

事務局      (資料の説明) 

 

市長    これからの在り方検討委員会でまさに坂出市の幼児教育・保育の在り方

を検討していくことになる。 

 

教育委員  例えば，施設が隣接している幼稚園・保育所での園児の交流や，行事を

共同で行うことはあるのか。 

 

事務局   季節ごとの行事等で，園児同士の交流を図っているとは聞いている。た

だし，常時園児同士で交流があるわけではない。 

 



市長    すぐにこども園になるのかといった，性急な質問もあるが，幼稚園と保

育所では施設面も異なり，園での過ごし方も異なっているので，人数だけ

の問題ですぐに一緒にするとはいかず，法的にも対応して，施設について

も建て替えなども含めて検討することが出てくると思われる。 

 

教育委員  公立保育所で南部保育所だけ０歳児があるが，どういった状況か教えて

ほしい。 

 

こども課長 公立保育所では，０歳児保育をしているのが南部保育所だけになり，他

の６園に関しては，０歳児保育の設定がない。 

 

教育委員  それでは南部保育所の近隣の方でなくても，南部保育所を希望すれば０

歳児が入所できるのか。 

 

こども課長 まず保育所だが，校区のような考え方ではない。坂出市内のお子様を坂

出市内の保育所でお預かりすることになる。保育所は幼稚園と違って公立・

私立の区別はあまりなく，こども課で入所申し込みを受付し，入所決定を

行っていく。 

保育料も同じ基準となるので，定員が許せば自宅近くを選ぶことも，祖

父母宅が近いところや通勤経路に近いところを選ぶことも，選択肢として

は可能である。 

 

市長    保護者は利便性を考えて選ばれたり，小学校への進学を前提に考えたり

して選ばれたりしているようだ。今は選択肢がたくさんあり，その上にも

っと複雑にするような動きがあり，後でお話しする無償化も含めて，さま

ざまな状況が生じている。 

また，今は自由に選択できるようになって，以前介護の施設もそうだっ

たが，措置から自由に契約できるようになった時に，複数の施設に申し込

みをして待機者が把握できなくなったこともあり，状況の把握が難しくな

ってきていると思われる。 

 

教育委員  資料 8ページの研修会は，幼稚園教諭と保育士が合同で行っているのか。 

 

事務局   研修会は幼稚園教諭と保育士が合同で行っている。また，運営委員とし

て各幼稚園・保育所から委員を選出し，研修内容等を決めている。 

 

市長    これまで職員同士で接点が少なかったこともあり，現実的な日常業務に

ついてお互いに理解できていない点もあり，そこでお互いを知るための研

修でもある。 



ただ，全員が参加することは難しいので，研修に参加した方がそれぞれ

の職場に持ち帰ってフィードバックする体制にしている。 

      他にご意見が無いようならば「３．幼児教育無償化への動き」について

の説明を事務局よりお願いする。 

 

事務局      (資料の説明) 

 

市長    市長会の反応に関する報道まで資料にあるが，まさに混乱している状況

で，預かり保育であったり，給食や全国的には実体としてある無認可施設

やベビーシッターの取り扱い等，また給付の仕方についてもまだはっきり

していない，それを性急にしていくと現場が混乱する。 

所得制限についても，大学等の高等教育が先に出て幼児教育が取り上げ

られる，大学まで行くとかなりの費用が掛かるので，国として対応してほ

しいという意見もある。この辺りは国の対応になり，市単独での対応は困

難な部分もある。 

市長会としてはこういった内容で進めていけるのか，という点で意見を

発信している。マスコミで大きく取り上げられた保育所に入れない問題，

それと働き方改革も含めた労働問題への対応としての国の動きがあり，認

定こども園を含めた施設の整備によって問題に対処しようとしていると思

われる。そこが無償になるとさらに殺到して幼稚園等がどうなるのか，ま

た保育士等の人材の確保ができるのかといった問題も出てくる。 

他市でも様ざまな取り組みで人材確保しようとしているが，民間でも保

育士が高齢化して若い方が就労されない等，公立も含めて人材に関しては

苦労しているようだ。資格の面や実際の仕事の面も含めて，考えないとい

けない。無償化になって希望者が増加すると，施設側が対応できず待機児

童が出てしまう。東京や神奈川がまさにそういった状態である。保育所に

希望者が殺到して幼稚園がガラガラになる，無償化や認定こども園につい

ては，ニーズや現状に対処する浅はかな施策ではないかといった批判も出

ている。 

 

教育委員  幼稚園の預かり保育については，一部の都市で実施されているという理

解でいいのか。 

 

事務局   坂出市でも，認定こども園になる前の民間幼稚園では実施していた。 

 

市長    民間の幼稚園では，有償サービスとして時間を延長し，いろいろな付加

価値，例えば英語や書道等を教える，そういったものを保護者のニーズが

あれば各園の考え方もあり，それぞれで対応していたようだ。 

 



ときどき，学童保育で学校を利用して預かっていると，そのまま何か学

習させろといった声もあるが，坂出市では学校を利用して公立で学童保育

をしており，民間の保育所や幼稚園で，主に卒園者等を対象に学童保育を

実施している施設もある。 

そこでは様ざまな有償サービスがあり，顧客というか利用者のニーズに

合わせた対応もしている。 

 

教育委員  例えば，公立の幼稚園が預かり保育を実施する事は簡単にできるのか。 

 

市長    そう簡単ではない。要望としては以前からあり，保育料が一律から応能

になった時に一部要望があった。その時にもう少し預かる時間を延長でき

ないかとの声が出ている。そうなると給食やおやつ代等もかかってきて費

用が上がる。その費用については上げないでほしいとなってしまうのが現

実としてあった。 

要望は以前からあり，幼稚園の保育料が一律で安い時には，預かり保育

をすることにより人数が増えるのではないかという論争もあった。ただ，

どうしても幼稚園教育が良いとか，保育所で長い時間預かってほしいとか

の様ざまな希望があり，民間の保育所にも認定こども園への移行の動きが

ある。 

それは，現在利用している保護者のニーズに対応した，経営的な視点も

あると思われる。 

役所としても措置ではなく自由契約の時代になり，施設利用については

コントロールができないのが現状である。先ほどの無償化についても，年

度当初からの実施にしないと，年度途中から利用希望が殺到した場合，保

育士の確保などができない可能性もある。国が示したタイミングに関して

は疑問がある。 

 

教育委員  全国で預かり保育をどのくらい実施しているかわかるか。 

 

事務局   今の時点で無償化が実施されると，全国で 50万人くらいが対象になると

いわれている。ただし，預かり保育についても時間等が様ざまにあり，1時

間程度から数時間まである。 

先ほどあった保育に欠ける状況の把握が難しいこともあるが，報道によ

ると預かり保育で無償化に該当する人が全国で 50万人くらい見込まれるの

ではないかという事である。 

 

教育委員  預かり保育というのは預かりという事で，保育士や幼稚園教諭等の資格

を持った方が面倒を見ているわけではないという事か。 

 



事務局   その点は様ざまで，幼稚園教諭がそのまま見たり，一カ所に集まって担

当者が見ていたりという状況のようだ。特に制度的な規定もないため，一

律にどんな状況とも言い難いのが現状である。 

 

教育委員  制度がよくわかっていないのだが，１号認定と２号認定のお子さんは

別々な教室で過ごすことになるのか。 

 

事務局   施設によって違いはあると思うが，通常は同じ教室で生活しており，時

間が来れば１号認定のお子さんは帰宅し，２号認定のお子さんはそのまま

同じ教室か移動するかして過ごしているようである。 

 

教育委員  そうすると，幼稚園が預かり保育をしている状態と認定こども園の状態

とは，本質的には変わらないことになるのか。 

 

事務局   生活自体は変わらないが，保護者の負担については２号認定であれば給

食費等も利用料に含まれるため，今回の無償化の対象になると言われてい

る。 

また，１号認定でも希望すれば別料金を払って預かり保育を利用できる

が，その部分は無償化にはなっていない。全国的には２号認定を希望して

いても保育所に入れない場合があり，そういった方が幼稚園を利用してい

る場合，保育の必要があると認定されれば幼稚園の預かり保育も無償化し

ようという事が今回言われている。 

 

市長    本当に必要かどうかといった点と，同じ施設で帰宅時間が違うのはどう

かといった議論も以前からある。今回はそういったことを考慮せず，無償

化についてと待機児童への対応を図る，そういった点で矛盾が生じている

のだと思われる。本当に働きたい保護者のためになっていないのではない

か，といった批判に対して帳尻を合わすような対応になっているのではな

いかとの批判もある。 

もっとシンプルな施策にしてほしいとずっと主張しているのだが…幼 

稚園には調理施設がないから預かり保育の時に栄養が確保できるのかとか，

認定が複雑になって混乱するとかに全く配慮がない，現場は本当に混乱す

るばかりである。坂出市としてはなるべく混乱しないように，準備を進め

たいと思っている。 

 

教育長   委員のおっしゃるように，形の上だけを見れば給食を実施している幼稚

園で預かり保育をしていくと認定こども園と同じ状況にはできると思われ

る。 

 



教育委員  再度確認になるが，１号認定のお子さんと２号認定のお子さんは，１号

認定のお子さんが帰るまでは同じ教育を受ける事になるのか。 

 

事務局   認定こども園での生活では，１号認定と２号認定のお子さんは同じ教育

内容を受ける事になる。 

 

市長    そうなると，１号認定のお子さんが帰った後何をするのか。残っていた

方が得ではないのかといった意見もある。１号認定のお子さんが帰宅後に，

教育的な内容を進めたら差ができるのではないかといった議論は以前から

ある。それらに配慮せず無償化が前面に出てきてしまった，それが現状で

ある。 

 

教育委員  坂出市の現状として，資料の７ページにある民間の認定こども園につい

て，表の中にある２号認定のお子さんの人数が，１号認定のお子さんが帰

ったあと残っているという事でよいか。 

 

事務局   原則的にはそうだが，１号認定のお子さんの中で保護者が預かり保育を

希望する方は残っていると思われるので，一律に線を引ける状態ではない

と思われる。 

 

市長    先ほどお話しした習い事のような活動を，１号認定のお子さんが帰宅し

た後にやっていた場合，別途料金を払って利用している保護者の方もいる

という事である。それぞれのニーズに対応して施設は事業をしている。先

ほどの無償化については，保育が必要であっても利用できないため預かり

保育を利用している人は無償にし，そうでない方は有償で利用してもらう。

そういった時にどこまで状況が把握できるのか。ただでさえ複雑な制度を

もっと複雑にしている。委員がおっしゃるとおり，違いが分かりづらいと

思う。まだ決まっていない点も多く予想の範疇を出ないため，よけいに複

雑になっている。 

大手の大学付属の幼稚園等はあまり気にしていないようだが，行政とし

ては保護者がそういった制度があるのにできないのか，と言われた場合に

は対応しないといけない。 

なにしろ国は性急に進めており，なかなか対応しづらいのだが，公立の幼

稚園と保育所の在り方を考えないといけない。地域によって特色もあり，

いろいろな噂話も出たりするので困っている。 

 

教育長   幼稚園の保護者に意見を聞くと幼稚園に通わせたいという意見が多いが，

現実的には幼稚園の希望者は減少している。幼稚園の教育を受けさせたい

が保育も必要である，といったニーズが増えてきているのではないか。 



一方で，すべてのお子さんに就学前の教育の機会を確保しないといけな 

いなと，私自身は考えている。 

 

市長    文部科学省では小・中学校での科目の選択制や，学校卒業後の学び直し

を含めたリカレント教育など，盛りだくさんの内容を実施しようとしてい

る。盛りだくさん過ぎて困っている。英語学習等もそういった流れに含ま

れているのではないかと思う。市長会でもいろいろな意見が出て，国とも

議論の最中であるが，地域によっていろいろな現状がある。 

 

教育委員  幼稚園の設置基準と保育所の設置基準が分かっていないので，どの程度

違いがあるのか。 

例えば認定こども園になった時に，二つの施設を併せての利用が可能な

のか，できないのであれば新たな施設の設置等が必要となり，費用も掛か

ってしまうと思う。 

いろいろなところがあると思うが，どの程度差があるのかわかれば，教

えていただきたい。 

 

市長    今後認定こども園を整備していくのであれば，幼稚園や保育所の基準で

はなく，認定こども園の基準に合わせて整備していくことになる。 

保育所と幼稚園では職員の配置基準，例えば０歳児の園児には３人にひ

とり保育士が必要であるとか，要望があれば休日等の開所への対応に人数

が必要になる。 

新しく作るのであればその基準で作ればよいのだが，隣接して施設があ

る場合の対応は，それぞれの場所での条件もあり，難しい点も出てくると

思われる。 

 

教育委員  新しく作る場合はそうだと思うが，既存の施設を利用し集約する場合，

あまりに基準が違うと難しいと思うし，その部分で大まかでよいので説明

いただけるか。 

 

市長    既存の施設を利用する場合，建築年数とか耐震関係等の建物自体の条件

もあり，そのまま活用できるかどうかについても，今後検討していかなけ

ればならない。 

増改築に対する補助金の対象になるのかとか，建築基準法に沿っている

のか等，配慮しなければならない項目もたくさんある。 

 

教育長   民間の２幼稚園が認定こども園に移行したとき，あまり施設的には変わ

ってないようだったが。 

 



こども課長 １施設に関しては従来の施設とほとんど変わらず，もう一つの施設に関

しては，３号認定の子どもを受入する関係で，調理室の整備等を行ってい

る。 

 

市長    民間の施設は，保護者のニーズを基にそれぞれに方針を持って運営して

いる。その結果様ざまな特色を持った施設になっている。保育所について

も同様だが，公立の動向をかなり気にしている。公立の施設の在り方につ

いて検討していかなくてはならないと思うが，そのタイミングが非常に難

しい。そこに無償化の話がポンと出てきた。働き方改革や，出産に対するモ

チベーションを上げたりといった目的もあるとは思うが，いろいろな世代

でそれぞれに課題があり，対処法のような対応が目立ってしまっていて，

政府としての方針が見えにくくなっていると思われる。 

そこで国ができないのであれば，良い事なら地方でできないのかという

話になってくる。個人給付の話が多いが，固定経費として必要になってく

るので自治体によっては難しい。 

また，夏の熱中症対策で体育館へのクーラー設置とかも出たが，全国で

も数パーセントしか設置されていない。坂出市では設置したが，教室です

ら設置されていない地方がある。マスコミがそういった現実を無視して，

報道している点もある。その中で，坂出市としてどういった整備をしてい

くか，難しい対応になってきている。 

 

教育長   先ほどの保護者ニーズについては，小学校入学前にある程度の学力と人

間関係を形成できるように，地元の幼稚園に通わせたいという保護者もい

らっしゃる。幼稚園は自由校区だが，結果的には地元の幼稚園に通ってい

る方がほとんどで，そういった点からも，地域との連携といったことも幼

児教育を考えていく中で必要になってくると思う。 

もう一点は働き方改革が言われているが，育児休暇の制度はあるものの，

幼稚園教育を望んでいる保護者の方でも，職場復帰のタイミングで保育所

を選ばざるを得ない状況もあるようだ。 

そういった点から，坂出市内で平等に就学前教育が受ける事ができる環

境の整備を図る観点から，施設の整備を検討していく必要があると思われ

る。 

 

教育委員  私もそう思う。保護者の方にとっては選択肢が多くなることはよいと思

うが，小学校に入学した時にある程度同じ位の幼児教育を受けている，あ

る程度のレベルに達している事で，子どもたちにとってもよりよい学校生

活が過ごせるのではないかと思う。 

また，人間関係をある程度継続できるような環境であれば，保護者とし

ても安心であると思う。 



市長    その点に関しては，数年前からコミュニティースクールに取り組んでい

る。地域包括ケアが言われているが，これは高齢者に限ったことではなく，

地域の学校として存在してきた経緯もあり，地域毎の傾向も様ざまにある

が，災害対応等にも対応できるのではないかと考えている。 

ただ，自治会の役割が理解されていないので，マンションや新興住宅地  

で自治会への加入率が低い等の課題は多くある。お互いに顔の見える関係

を構築できればと思う。 

 

教育委員  地域によっては，地域住民が核となって幼稚園と保育所を繋いでいくこ

とができるのではないか。なぜなら地域の人はどちらの子どもも知ってい

るし，小学校に上がってからも見守っている。その地域の人の力を借りれ

ば，うまくいくのではないかと思う。 

 

市長    これからの検討の過程において，いろいろな状況が出てくると思われる。

坂出市内においても，すべて同じ状況にはならないと考えている。その中

で，なるべく差が出ないようにしていかなくてはならない。そういった点

も，今後の検討委員会の中で十分議論していただけたらと思う。 

 

その他ご意見はあるか，無いようであれば，平成３０年度第 1 回坂出市

総合教育会議を終了させていただく。 
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