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  会議録（要旨） 

会 議 名 令和元年度 第１回阿南市総合教育会議 

会議年月日 

令和元年８月 20 日（火）午後３時

から午後４時 30 分まで 

資料の 

有 無 有 （別紙） 

会議場所 阿南市役所６階 604会議室 

 

 

 

 

参加者名 

 

（24人） 

 

【構成員】 

岩浅市長、稲村教育長、野村教育長職務代理者、里美教育委員、 

湯浅教育委員、多田教育委員 

【事務局】 

米田企画部長、岡田企画政策課長（司会）、松本企画政策課長補佐、 

新居企画政策課企画調整係長 

【関係課等】 

松内教育部長、倉野保健福祉部長、岸教育部理事、吉岡教育総務課長、 

近藤学校教育課長、佐坂生涯学習課長、黒田人権教育課長、 

数藤スポーツ振興課長、小原学校給食課長、川端こども課長、 

浅野青少年健全育成センター所長、橋本教育研究所長、 

堀科学センター館長補佐、東條教育総務課長補佐 

傍聴者  ２人 

内       容 

 

（１５：００ 開会） 

（司会：企画政策課長） 

 ただ今から令和元年度第１回阿南市総合教育会議を開会いたします。 はじめに、岩浅市長からごあいさつを申し上げ

ます。 

 

（市長） 

 本日は、令和元年度第１回阿南市総合教育会議にご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 また、日頃より阿南市の未来を担う子どもたちの、教育の充実と発展に大変な御尽力を賜り、深く敬意と感謝を申し上

げます。 

 さて、この総合教育会議は、教育委員の皆様方と、教育現場での課題や子どもたちを取り巻く現状などを共有し、それ

ぞれの役割などについて闊達な議論を交わすことにより、意思の疎通を図る重要な場であると考えています。 

 今回は「子育て支援における学校施設の有効活用について」と、「幼保一元化について」を協議事項とさせていただい

ておりますので、皆様方の忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。今後におきましても、総合教育会議を通じてより一

層、教育委員の皆様と連携を深め、主役は子どもたちであるということを常に念頭に置きながら、教育の向上に努めて参
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りたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

（司会：企画政策課長） 

 続きまして、「次第３」の「協議」に移ります。 

 「阿南市総合教育会議設置要綱」第４条第１項の規定に基づき、岩浅市長に議長をお願いします。 

 

（議長：市長） 

 それでは、議事に入ります。 

 協議事項１「デジタル教科書の導入について」学校教育課長から説明をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

議題１のデジタル教科書の導入について説明をさせていただきます。 

 

資料１の１ページをご覧ください。 

デジタル教科書は、主に教員が電子黒板等により子どもたちに提示して指導するものと、主に子どもたちが個々の情報端

末で学習するものに大別されます。 

資料１の上の方が指導者用で、下の方が子どもたちが使う学習用です。 

今回、導入を考えておりますのは、教員が使用する指導者用デジタル教科書です。これを導入することによるメリット

は、まず、わかりやすい授業の実現です。デジタル教科書は、学習情報の共有化を図ることはもとより、文字を拡大する

ことも、書き込むこともできますので、話し合いながら想像したり、詳しく読み取ったりする活動に最適であります。さ

らに、デジタル教科書の音声と映像は、来年度から完全実施される小学校英語の、聞いたり話したりする活動に大変有効

です。 

２つ目として、教材に即した豊富な資料で、学びが広がることが挙げられます。教科書の大切な部分を強調したりクロ

ーズアップしたりして見せることも容易で、学年や教科を越えた学習が可能となります。さらに、教科書にはない写真・

映像資料も収録していますので、子どもたちの興味関心を高めたり、学習内容の理解を助けたり、学びを広げたりできま

す。 

３つ目として、授業準備の効率化ができ、教師の働き方改革にもつながることが考えられます。教科書に小さく掲載さ

れている絵や図を拡大コピーして切ったり貼ったりなどしなくても、一瞬にして大きく美しく映し出すことができるの

です。 

 このほかにも、数多くの効果があると期待しているところですが、説明はこれぐらいにしまして、実際にデジタル教科

書を使った授業を体験していただきたいと思います。今日のために、大野小学校から早川校長、岩倉先生、笠谷先生にお

越しいただいています。では、よろしくお願いします。 

（岩倉先生によるデジタル教科書を使った英語の授業） 

（笠谷先生によるデジタル教科書を使った国語、算数授業） 

 

（学校教育課長） 

 両先生ありがとうございました。また、ご質問があったときには、校長先生も含めて、ご回答をお願いいたします。 

 このように、これからの学校教育、とりわけ分かりやすい授業の実現のためになくてはならないデジタル教科書であり

ます。 

ここで、県内の導入状況ですが、資料３ページをご覧ください。政府統計ポータルサイトからダウンロードしたデータ

です。指導者用デジタル教科書の整備率ですが、100％か０％、阿南市の 27.3％というような極端なデータというのは、

１教科でもすべての学校に入れていれば 100％となるカウントの仕方なので、このような結果となっております。 

これではどの市がどれくらい導入しているのか分かりにくかったので、資料４ページをご覧ください。今回他市の導入

状況を調べたものが資料４ページのデータです。県内８市を比較してみました。小松島市を除くすべての市で、少ないと
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ころで２教科、多いところで全教科というように導入が進んでいます。阿南市でも校長会からも今後要望が出される予定

だと聞いております。教育委員会といたしましても、来年度より教科書が全面改定となる小学校において、本市では、１

年生から６年生の国語と算数、そして、５・６年生の英語の３教科のデジタル教科書を随時導入してまいりたいと考えて

おります。次の教科書改訂予定までの４年間を買い入れするか、また、１年ごとの買い入れとするか等、具体的な買い入

れ方法等については、今後財政課と協議をしながら進めて参りたいと思っております。このデジタル教科書の導入を契機

といたしまして、阿南市内の子どもたちの更なる学力向上に努めて参りたいと考えているところでございますので、ご協

議をいただきますようよろしくお願いいたします。 

以上、ご説明とさせていただきます。 

 

（議長：市長） 

 ただ今、２人の先生から非常に分かりやすいご説明を頂きありがとうございました。それでは学校教育課長からの説明

も含めまして、協議事項であります「デジタル教科書の導入」に関し、委員の皆様方の積極的なご意見を賜りたいと思い

ます。 

 

（Ａ委員） 

 先生方にお伺いしたいのですが、デジタル教科書を利用すると、どのくらい効果的に教材を準備出来ますか。経験から

お聞かせ頂けたらと思います。 

 

（Ａ教諭） 

外国語活用について説明させていただきます。小学５年生の担任になった時に英語学習をすることとなり、準備をしな

くてはいけないと思いましたが、何から手を付ければいいか分かりませんでした。最初にしたことはＣＤを買いたいと思

いＣＤショップに探しに行ったのですが、それもなかなか英語・外国語の歌というものが見つかりませんでした。先程見

ていただいた外国の動画も探したのですが、学校の様子などを映した動画というのを見つけるとなると、とても時間がか

かると思い、なかなかそこまで用意することができませんでした。だから、このデジタル教科書に全部資料が含まれてい

るということで、私は外国語活動の学習を進めるにあたっては、指導の方が良いのですが、指導書を見てどういうふうに

進めたらいいのか、どのように言って注意をしたらいいのか全て書いてありますので、まずこれを読んだということから

始めるので、後はどうすると、その通りにするとできるということであったので、すごく時間が少なくて済みました。 

 

（Ｂ教諭） 

国語が先程も出たのですが、教科書の挿絵を使うとなると例えば、これだけの絵が欲しいのにここが切れてしまったと

か何回も何回もコピーしてしたい絵のサイズになったという繰り返しコピーする手間も省けますし、もちろんコピー代

も少なくなると思います。算数に関しては、例えば先程の長さ調べの図とかですと、教科書を拡大コピーして準備する、

長さ調べの線を引く、そしてコンパスで確認するという作業になると思うのですが、デジタル教科書だとぱっと映してぱ

っと確認できるので先生の負担も減るのではないかと思います。 

 

（Ｂ委員） 

引き続いて先生から説明いただいてもよろしいでしょうか。頂いた資料の１ページに要点として、クラス全員で同じ画

面を見て学習することで授業の一体感を生むことができるとありますが、画面に集中することで低学年の方などもクラ

ス全体がざわつかずに集中したようになるということでしょうか。 

 

（Ｂ教諭） 

はい。やはり子どもたちもテレビの画面を見ることが好きですし、動画を見たり、教科書を写したりするのも自然とテ

レビの方に向くので静かになりますし、意欲的に子どもたちが学習に取り組んでいるように思います。 

 



- 4 - 

（Ａ教諭） 

５年生なのですが、５年生の方でも話がつまらないとか飽きてきたりすると、手遊びをしたりする子もいると思います

が、やはりテレビに集中していますので、手遊びとかごそごそするというのも少なくなったりしたと思うので効果が大き

いと思います。 

 

（議長：市長） 

大きさはこの大きさですか。 

 

（Ａ教諭） 

はい。テレビの画面は同じです。後ろの席の方、教室の遠いところでしたら、高学年になって目が悪くなってきたりす

ると、もしかしたら見えにくいかもしれませんが、机を移動したりして工夫して自分たちの見えやすいようにしていま

す。 

 

（議長：市長） 

この３ページの数字を見て驚愕したのですが、デジタル教科書を今見て感心しました。メリットが抜群にあると思いま

したが、少し弱点もあります。例えば里美委員であれば、対面で教えを受ける人、人間対人間の表情で教えています。こ

の画面で教えるというのは説得力がありましたが、そういうことが良いのかどうかが分からない。デジタル化が進むこと

は、これから絶対に良いのかどうかというのと、美馬市の普通教室の電子黒板設備率が 184.1%と進んでいる理由につい

て、それと学校教育課長がおっしゃったように充実させるためには、予算はどのくらいかかるのかという３つの質問をさ

せてください。 

 

（Ｃ教諭） 

１つ目の教材のデジタル化の良し悪しについての質問ですが、本校の教員は黒板とチョークだけでは少し足りないと

ころをデジタルで補っております。つまり本校ではアナログとデジタルのハイブリッドで授業を行っているというイメ

ージを持って頂けたらと思います。また、先程お二人が前でデジタル教科書を子どもたちに示した場合、子どもたちの表

情を見ながら、ここの場面をもう少し停止させておこうとか次に進もうということができます。これが黒板とチョークで

あれば、教師が黒板に書いている時は子どもが後ろでいたずらをしていてもそれが分からないというところがあります。

しかし、デジタル教科書で子どもたちの様子を見ながら進めていけるメリットがございます。ただ、市長さんがおっしゃ

ったように本校は１学年 17 人です。だから、このデジタル教科書の画面の大きさであったら十分大丈夫ですが、これが

35 人学級であれば少し小さいのではという意見も持っています。１つ目の意見よろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

まず、映し出すハードの問題について、液晶テレビがあるのですが、それが小さいということで中学校ではプロジェク

ターで映し出すことも可能ですので、大きな人数の学級でもそういうことが可能です。 

美馬市は、整備が非常に進んでいると思います。普通教室の電子黒板設備率についてですが、電子黒板というのは、液

晶テレビにさらに書き加える機能が付いているものなどが、阿南市では各校に１台ずつ配備されているような状況です。

約７～８年前にプラスアルファで液晶テレビに全部電子黒板の機能を付け加えて置いたように聞いております特別教室

にも配置するということで 100％を超える実態があるのではないかと思います。 

予算についてですが、今全国的に新しい教科書の改訂版の時期、採択の時期で全く公表されていないのですが、今現在

のデジタル教科書の値段から１割ぐらいは高くなるだろうと、そして消費税で 10％ということで試算しますとざっと見

て、阿南市に導入するのであれば１教科 1,000 万円ぐらいになるだろうと試算しております。これは４年間であります。 

 先程申し上げたように 100％の中の内訳も美馬市のように 100％入れている学校もあれば、一部の教科しか入れていな

い学校もある状況です。 
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（議長：市長） 

保護者の方々からの要望はないのですか。大野は別としてほかの学校でありますか。 

 

（学校教育課長） 

大野小学校以外の保護者の方がこの存在をあまり知らないのではないでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

私は中学校の教員の経験者なのですが、阿南市にずっといるとほかの地域の状況が分からないです。徳島市・美馬市・

鳴門市の経験がありますが、阿南市と他市を比べると教育機器の数という面では、どこの市よりも少なかったです。教育

機器の数が少ないから内容は劣っているとは思いませんでしたが、パソコンの台数、タブレットの台数、LL 教室が少な

い。昔に LL 教室が盛んになった時期も数が少なかったです。 

今、デジタル教科書が出てきて教科書よりも集中しやすいと思います。 

この頃「見える化」という教えるテクニックは大切だといわれているので、視覚化することに大変有効であると思いま

した。特に英語が必要ではないかと思います。小学校で英語を教えるつもりがないのに英語が導入されてどうしようとい

う先生方に必要です。 

 

（Ｄ委員） 

私は初めてデジタル教科書をみたのですが、他校の保護者の方も大野小学校でこの授業をしていることを知ることが

できたら必ず要望が出てくると思います。先生方からの要望が強いのですか。 

 

（Ｃ教諭） 

教員からは今年度で４年間のライセンスが切れるとのことで、ぜひ来年度もライセンスを取っていただきたいという

要望が強いです。保護者の方もデジタル教科書を使った授業は当たり前になっています。デジタル教科書は、先生の年代

や使用期間に関係なく使いやすいことが良いところです。 

 

（Ｂ委員） 

それぞれの用途、良いところを分けて現場ではご指導いただいていることや、音声面、図形、コンパスなど苦手なこと

などが分かりやすい教材を使って実際にやってもらってよくわかりました。 

 

（Ｃ委員） 

特別支援が必要なところにも効果的でしょうね。 

 

（Ａ委員） 

教科書に載っていない資料やビデオ学習は著作権に気を遣うが、デジタル教科書ならいろいろな資料が載っているの

で著作権の問題を心配せずに使えて有効だと思いました。 

複式学級については、クラスの中でどのように対応するのでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

複式学級を解消するために、教頭が担任を持つなど、それぞれの学校によってやり方は違うが、例えば、１人と１人だ

ったら、ヘッドフォンを使って前面と後ろでそれぞれデジタル教科書を使っての授業は、様々な機器を活用して授業は可

能です。 

 

（教育長） 

視覚、聴覚に訴えるデジタル教科書は便利ですが、一方では、画面を見て授業が成立するわけでなく、従来からの一人
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一人に細やかな支援をすることを織り交ぜれば、非常に強い力になると感じます。 

 

（Ａ委員） 

周辺環境にムラがあり、コンスタントに使えないと困るのでは。 

 

（Ｃ教諭） 

動きにくいところがありましたが、予算を活用し整備済みなので今は問題なく動いております。 

 

（Ａ委員） 

周辺環境が整備されていないのでは、せっかく導入しても活用できないのではと心配しておりました。 

 

（議長：市長） 

次に、協議事項２「学校トイレの洋式化について」教育総務課長から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長） 

教育総務課の吉岡でございます。 

それでは議題⑵のご説明をさせていただきます。 

 学校トイレの洋式化については、過去の議会においてもたびたび、ご質問をいただいておりますが、十分な対応ができ

ていない状況でございます。 

本市の学校施設における洋式トイレの設置につきましては、現在、各学校それぞれ一部ではございますが、洋式トイレが

設置されております。 

お手元に配布させていただいております資料２をご覧ください。 

学校の校舎に設置されておりますトイレの洋式化率を示していますが、小学校では 22.69％、中学校で 49.28％となって

おり、小・中学校を合わせますと全体では 32.72％となっています。これは、文科省が平成 28 年度に調査した全国平均

43.3％を約 10％下回っております。 

また、資料２－⑴、２－⑵では小学校、中学校それぞれ学校別の洋式化率を表しております。 

これまで、本市が洋式便器を設置してきた経緯といたしましては、児童生徒のけがや障がいにより、和式トイレが使え

ない等の理由で、洋式トイレを設置することとなったものや、和式便器の破損により交換の際に洋式に代えたものなど、

やむを得ない事情等により設置したものでございます。 

また、一部、市内ボランティア団体から直接学校へ寄付をいただいたものもございますが、いずれにしましても、市の

施策として学校施設のトイレの洋式化に取り組んできたわけではございません。 

現在の小学生・中学生は、平成 16 年度以降に生まれており、生まれた時から洋式トイレしか経験のない子どもが多く、

子どもによっては学校ではトイレができないといった状況でございますので、学校や保護者からも強い要望をいただい

ております。 

教育委員会といたしましては、今年度で学校施設の空調設備整備事業が完了することから、より良い教育環境の整備を

図っていくためにも、今後はトイレの洋式化に取り組んでまいりたいと考えておりますので、この総合教育会議の場でご

協議をいただきますようよろしくお願いいたします。 

以上、ご説明とさせていただきます。 

 

（議長：市長） 

 ただ今、説明がありましたが、「学校トイレの洋式化」に関し、委員さんのご意見、ご提言をお聞かせいただきたいと

思います。 
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（Ｃ委員） 

 伊島小が０％というのは洋式トイレがないという意味でしょうか。 

 

（教育総務課長） 

 併設している中学校にありますので、それを使っていると思われます。 

 

（Ｂ委員） 

 改修の方法は。 

 

（教育総務課長） 

 ドアを内開きから外開きに変えたりするなどの改修も必要になります。資料８ページに具体例を記載していますが、仕

切りを代えなければならないこともあると思われます。 

 

（Ａ委員） 

 小さな子どもにとって、排泄が快適にできることは必要なことであり、洋式がないことは不便です。進めていってほし

い。 

 

（議長：市長） 

 ほかにご意見ございませんか。最近新築した阿南中学校などはどうなっていますか。 

 

（教育総務課長） 

 全部洋式ではなく、和式も設置しています。 

 

（議長：市長） 

 最近、阿南市にホテルが相次いで建設されています。これは発電所の点検が通年行われており、今まで、市内の民宿な

どを利用されていた作業員の個室やウォシュレットの需要が高まっていると推察しております。 

 

（教育長） 

 富岡小勤務時代に排尿障がいのある児童がいて、当時は特別に措置してもらったことがありました。洋式化は必須だと

思います。 

 

（議長：市長） 

次に、協議事項３「認定こども園化等の進捗状況について」こども課長から説明をお願いします。 

 

（こども課長） 

それでは、協議事項の（３）認定こども園化の進捗状況につきまして、ご説明いたします。 

まず、初めに、保育所の現状につきましてご説明させていただきますが、お手元の会議次第の９ページ、資料３の各保

育所の児童数にありますように、本市の子どもの数の減少に伴い、わずかではございますが、入所児童数は減少しており

まして、利用定員（保育所に入所可能な人数）と比較いたしますと現在の入所児童数は定員の約 70％となっております。 

しかし、幼稚園につきましては、さらに低い割合となっておりまして、お手元に資料はございませんが、令和元年５月

１日時点におきましては、６か所の幼稚園の利用定員数 784 人に対しまして、通園しています児童数が 226 人となって

おり、定員の約 30％程度の入園数となっております。 

これは本市の子どもの数の減少も大きな要因ではございますが、就労する母親が増えたことにより、幼稚園に比べ、よ

り保育時間の長い保育所への入所希望者が増えたことが要因の一つであろうと考えます。 
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今後は、幼稚園を全て保育所と統合した認定こども園化を図ることにより、保護者のさまざまなニーズに対応できる施

設形態への移行を進めてまいります。 

先ほどご説明しましたとおり、子どもの数は減少傾向となっておりますが、国が進めております 10 月からの幼児教育

・保育の無償化等の子育て支援施策により、本来なら、身内の誰かが子どもを見られる環境であった場合（近所に住むお

爺さんとかお婆さんに預けるケース）でも、保育料が無料なら保育所に預けようとする保護者が増えることは容易に考え

られることから入所を希望する子どもは、人数は現在把握できておりませんが、10 月以降、一時的ではあるかもしれま

せんが、増加するものと考えております。 

しかしながら、保育現場におきましては、正規・臨時職員とも足りておらず、大変厳しい状況となっており、また、2020

年４月から始まります、会計年度任用職員制度の実施に伴い、財政負担も増えることから、正規の幼稚園教諭を認定こど

も園化後の４歳・５歳児の担任として、人的確保を行い、正規職員の確保と臨時職員削減にもつながります認定こども園

化を進めてまいります。 

認定こども園化の進捗状況につきましては、同一敷地内にある保育所と幼稚園のうち、今年４月に新野保育所と新野幼

稚園を統合いたしまして、新野こどもセンターとして開所し、現在 63 人の子どもたちが通所しております。また来年度

には宝田保育所と宝田幼稚園、再来年度には、見能方保育所と見能林幼稚園の統合を計画しているところでございます。 

また、長生町のサンダイヤ跡地を子育て支援施設用地として、無償提供していただき、平成 31 年１月 17 日に測量と境

界確定を実施したところでございます。地元の方々から、本庄保育所と長生保育所を統合した認定こども園開設の強い要

望（６月 17 日市長公室で要望）がございますので、同一敷地内の保育所と幼稚園の統合とは別に、新たな施設建設とし

ては、優先順位を高く設定し、利用定員 90 人程度の認定こども園開設に向け進めてまいりたいと考えております。今後、

土壌調査に関する予算要求を行い、その後、基本設計、実施設計と進めてまいりたいと考えております。 

なお、さくら保育所とくるみ保育所の統合につきましては、統合すれば利用定員が 300 人、現在通所している子どもの

合計でも 244 人で市内最大（平島こどもセンターが 197 人）となりまして、現場の保育士からは、あまりにも子どもの数

が多くなるため、きめ細やかな質の高い保育の水準を保つのが困難であるとの声があり、また、統合の場所についても、

現在のところ未確定でございますので、いくつかの課題を解決したのち、慎重に進めてまいりたいと考えております。 

その他の同一敷地内に園舎のない、保育所と幼稚園の統合（富岡・横見・大野・加茂谷）につきましては、新たな施設

を建設することだけにこだわらず、保育所と幼稚園が離れたまま、現在地のままでの認定こども園化も視野に入れた計画

にしたいと考えております。離れたままでの認定こども園とした場合に、４歳児と５歳児を幼稚園部分にまとめて保育を

行い、０歳児から３歳児までは保育所部分で保育を行う施設形態とするとか、または、子育て支援センター事業、これは、

保育所に通っていない在宅の親子が利用するもので認定こども園とするなら必要な事業でございますが、これを幼稚園

部分で行う施設形態とすれば、離れた場所の保育所と幼稚園においての認定こども園化は可能であると考えております。 

また、幼稚園がない場所の保育所については、幼稚園からの臨時も含めた先生の補充（確保）と子育て支援センター事

業が行える部屋の確保ができることが条件として、単独の保育所だけでの認定こども園化としたいと考えております。 

今、ご説明した内容を基本としまして、本年度中に認定こども園化の年次計画を策定したいと考えております。なお、

本年次計画につきましては 10 月に実施予定の子ども子育て会議に案を図りまして、来年３月に実施予定の子ども子育て

会議において決定したいと考えております。 

最後に、民間活力の導入についてでございますが、会議次第の 10 ページの参考資料３－１のとおり、本市におきまし

ては、他市と比較しまして公立保育所の割合が非常に高く、（公立 23・私立７）となっており、他市においては、徳島市

が公立 25、私立 43、小松島市は公立６、私立５、鳴門市が公立３、私立 15、と民営（民間）の割合が高くなっておりま

すことから、今後は、民間が参入しやすい、羽ノ浦地区や那賀川地区、また人口密集地の保育施設については、民間活力

の導入を検討しながら、進めてまいりたいと考えております。 

以上説明とさせていただきます。 

 

（議長：市長） 

ただ今、説明がありましたが、「認定こども園化等の進捗状況」に関し、委員さんのご意見、ご提言をお聞かせいただ

きたいと思います。 
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（Ｃ委員） 

 計画的に進めて頂いてありがたい。問題点・課題はありますか。 

 

（こども課長） 

 施設改修については、再来年度に予定しています見能方保育所と見能林幼稚園の統合について、調理室が現在狭いとい

うことで、調理室の改修を行うかどうかを検討しています。また、さくら・くるみについて学校給食センターからの外部

搬入について検討している状況です。 

 

（Ｃ委員） 

 保護者からは好評でしょう。 

 

（こども課長） 

 さまざまなニーズに応えることができると思います。 

 

（Ｃ委員） 

 職員の皆さんはどうですか。 

 

（こども課長） 

 事前の説明を丁寧にしておりますので問題はありません。 

 

（教育長） 

 既に認定こども園化されているところのプラス評価はどうですか。 

 

（こども課長） 

 職員の配置ができていること。働いている保護者にとっても預けることができるなど好評です。また、子育て支援セン

ター事業も好評です。 

 

（Ａ委員） 

 通園の方法についての問題はありますか。 

 

（こども課長） 

 通常、保育所では保護者が車で送迎、現在送迎についての問題はありません。また、認定こども園においても十分駐車

場を確保していますので問題はございません。 

 

（議長：市長） 

 男性保育士は何人いますか。 

 

（こども課長） 

 男性保育士は、正規で２人、臨時で２人です。男性保育士については、保護者からおむつ替えの問題を言われますので、

４～５歳児の担任をお願いしています。 

 

（Ｃ委員） 

 災害時等において、男性保育士がいた方がよいと思うがどうですか。 
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（こども課長） 

 男性保育士の配置は難しいところもございます。 

 

（Ｃ委員） 

 男性の受験者はいますか。 

 

（こども課長） 

 います。 

 

（教育長） 

 健全育成センターに勤務していた時に隣の富岡保育所で男性保育士が園児たちとふれあう姿を見てきました。頼りに

なると聞いています。 

 

（Ｂ委員） 

 子どもにとってみたら、男性がおむつ替えするのが、当たり前になっていることの意識付けになるのではと思う。 

 

（議長：市長） 

 協議事項４のその他について何かありませんか。 

 

（Ｃ委員） 

前々回の会議においてお願いしました図書館サポーターですが、効果が出てきていることに感謝しています。非常に充

実しており、ありがたいと思っています。 

 

（議長：市長） 

 閉会にあたり、本日は、「デジタル教科書について」、「学校トイレの洋式化について」、「認定こども園化の進捗状況に

ついて」の３点をご協議いただきました。 

 今後におきましても、様々な課題が出てこようかとは思われますが、市長部局と教育委員会の強い連携の下、教育を行

うための諸条件の整備や子育て支援の取組を実践していきたいと考えるところでございます。 

 本日、委員の皆様よりいただきましたご意見やご提言につきましては、市と教育委員会の共通の認識として、今後の教

育行政の推進に活かしてまいりたいと考えております。ありがとうございました。 

 

（司会：企画政策課長） 

 以上で令和元年度第１回阿南市総合教育会議を閉会します。 

 

 (16：30 終了) 

 

 

 

 


