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教 育 委 員 会 会 議 録 要 旨（令和 4 年第 1 回） 

定 例 会 
日 時 令和 4年 1月 11 日（火） 午後１時 30 分 

場 所 明 石 市 役 所 分 庁 舎 4 階教 育 委 員 会 室  
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北 條 英 幸     教 育 長 

柏 木 輝 恵    委  員 

川 本 まり子    委  員 

橘   幸 男    委  員 

橋 本 彰 則    委  員 

事 務 局 

村田局長 

田辺次長（管理担当）兼総務課長 

桑原次長（指導担当） 

新田次長（給食担当） 

廣岡所長兼次長（情報担当） 

山本こども育成室運営担当課長 

三ノ浦総務課企画総務係長 
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次第 

〇報告事項 

1. 令和 4年度市立幼稚園・二見こども園の園児募集結果について 

  

開催 

（北條教育長） それでは、ただいまから、令和 4年第 1回定例会を開会します。 

本日の署名委員は、橘委員お願いします。 

前回の審議事項は、議案第 40 号「明石市立幼稚園管理職及び教員

の人事について」を審議し、原案のとおり可決されています。 

ご確認ください。 

それでは、本日の審議を始めます。 

報告事項 1「令和 4年度市立幼稚園・二見こども園の園児募集結果

について」、説明をお願いします。 

（山本課長） 報告事項 1「令和 4年度市立幼稚園・二見こども園の園児募集結果

について」、ご報告いたします。 

市立幼稚園の園児募集は、3 歳児一般世帯利用枠と、4 歳、5 歳に

つきましては、11 月 9 日～12 日までの 4 日間において各幼稚園で行

いました。 

また、3歳の就労世帯等利用枠につきましては、保育施設の申し込

み要件を有する方が応募できる枠となり、11 月 11 日～25 日までの

11 日間こども育成室の窓口で行っております。 

幼稚園型認定こども園となる予定の大久保南幼稚園と二見北幼稚

園の園区にお住まいの方は、保育所入所申込と同様に、希望園を記載

する形で申し込みが可能となっております。 

これらの受付結果をまとめておりますのでご報告いたします。 

まず、3歳につきましては、申込者数は 865 名となっており、昨年

度は 874 名ですので 9名減となっております。 
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4 歳につきましては、在園の 773 名と、新たに申込があった 194 名、

合計 967 名となっておりまして、昨年度 1,004 名でしたので 37 名減

となっております。 

5 歳につきましては、新規に 14 名の申し込みがありまして、現 4

歳の在園時と合わせると 1,029 名となっておりまして、昨年度より

74 名減となっております。 

全体の園児数は 2,861 名で、昨年度 2,981 名でしたので 120 名減

という状況でございます。 

クラス数につきまして、現時点では 134 クラスとなる予定でござ

いまして、現在のクラス数が 129 クラスですので、5クラス増となっ

ております。 

なお、定員につきましては、4 歳、5 歳は全員を受け入れるため定

員はございませんが、3歳につきましては各園で定員が異なります。

続きまして、3歳の応募条件についてご説明させていただきます。

昨年度の一般枠と就労枠を合わせて 850 名の応募がございました

が、本年度につきましては 843 名と、昨年度とほぼ同数の応募状況で

ございます。応募数の合計は定員の合計とほぼ同数になっております

が、園ごとに定員がございまして、定員を超える園があり、全体で 84

名オーバーしております。ですので、約 1割の方が定員を超えている

状況でございます。 

特に、定員を大きく上回る園につきましては、花園、沢池、藤江、

谷八木、二見西となっております。 

定員は、一般と就労に分かれておりまして、園の実情に応じて園ご

とに異なります。その定員を超える場合につきましては、一般の方は

抽選で、就労の方は保育所の入所選考と同じ方法で保育の必要性の高
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い方から順に受け入れという形になっております。 

最終的に余った枠につきましては、お互いに利用して合計定員の有

効利用を行う形にしております。 

また、当初の申し込み要件に対し、クラス数が決定される 3 月 15

日時点の園児数は、当初の申し込みから 1割ほど減少します。 

これは、1月末に保育所の入所が決まり、幼稚園を辞退する方が多

く出るためでございます。 

一定数は減少するものの、昨年度の 3 月 15 日時点で、一般枠の方

が 20 名ほど補欠でお待ちいただく形になっておりました。 

これに対して、3歳につきましては、できる限りすべての希望者を

受け入れたいといった考えでございますので、定員に不足があって、

余裕教室がある園につきましては、クラス数を増やして、また、余裕

教室のない園につきましては、1 クラス 30 名に対して担任を 2 名配

置する形で定員増を図っていきたいと考えております。 

今年度の採用試験における幼稚園教諭の確保状況は、あまり芳し

い状況でございませんで、すべての定員増に対応できるほど確保は

できておりません。現時点では 2名程度のうえに、まだ退職や採用

辞退が出てきておりますので、確保状況は流動的でございます。 

なお、鳥羽幼稚園は簡易な工事により、二見西幼稚園につきまして

は、つくしの部屋を近隣の余裕教室のある園に移すことで 1 教室確

保することが可能でございますので、この場合においては担任確保で

はなく、すでに 30 人のクラスに 2名の担任を配置していることから、

教室の整備のみで定員を 30 人から 40 人に増やすことが可能ですが、

こちらにつきましては調整ができておりませんので、今後、各園と調

整を図っていきたいと考えております。 
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担任の確保と教室の整備によって 50 名の定員とし、より多くの園

児の受け入れに努めてまいりたいと考えております。 

ただし、先ほども申し上げましたが、職員の確保が流動的でござい

ますので、定員増につきましても変動する可能性がございます。 

今後、1月下旬に保育所の入所選考結果が通知されるタイミング、

例年は 1 月の最終週に通知しておりますが、そのタイミングで就労

枠の選考結果も発表します。それと同時に、3歳児クラスの定員増に

つきましても発表してまいりたいと考えております。 

2 月には保育所の二次募集がございます。これと合わせて幼稚園の

就労枠の二次募集と選考も行っていきます。その後、枠に空きがあれ

ば定員をフル活用して受け入れを行ってまいります。 

説明は以上でございます。 

（北條教育長） 何かご意見やご質問などはありますでしょうか。 

（橋本委員） 大久保南幼稚園が認定こども園になるということでしたが、そもそ

も 3 歳児の幼稚園児は、本来の幼稚園の教育が終わったあと夕方ま

では、例えば、NPO 等の保育施設が入ったりして 17 時まで預かりが

できる態勢にはなっているのでしょうか。 

（山本課長） 14 時以降の保育につきましては、預かり保育を実施しておりまし

て、半分の園につきましては 18 時まで、もう半分の園につきまして

は 16 時までの預かり保育を実施しております。 

就労の方につきましては、16 時までに終わる方もいらっしゃいま

すが、18 時までの範囲で必要な時間までお預かりするという形で実

施しております。 

一般の方につきましても、リフレッシュ利用といった形で預かり保

育を利用する場合もございますので、そういった形で利用していただ
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ける状況です。 

もともと保育所の受け入れ枠を拡充していく一環で、就労枠利用と

いうのも進めてまいりましたので、そういった形で時間を確保してい

る状況でございます。 

（橋本委員） 少なくとも、3 歳児のお子さんに関しては、16 時まではその幼稚

園で対応していただけて、残りの半分に関しては 17 時までは少なく

とも預かり保育という形で、保護者が希望すればそこに子どもがい

る状態が作れるということでよろしいですね。 

（山本課長） 3 歳というよりも、3歳、4歳、5歳すべての年齢で預かり保育は利

用可能となっております。 

（橋本委員） あと、保育所の場合はエリアが決まっていないと思いますが、幼稚

園は基本エリアが決まっているものなのでしょうか。 

例えば、花園は 10 名オーバーしている状況ですが、貴崎の人がそ

こを使うといった、エリアを超えての運用は可能なのでしょうか。 

（山本課長） 基本的には園区がございまして、園区内で利用していただくのに加

えて、中学校区に 1園ずつ 18 時まで利用できる園がございます。 

就労の方で自園では 16 時までしかしていないが、18 時まで利用し

たいといった場合は、隣の園区に園区外申請をして行っていただくと

いうことが可能でございます。 

（橋本委員） 中学校区単位になっているという理解でよろしいですね。 

（山本課長） そうですね。 

（柏木委員） 昨年度から比べると、今年度の申し込みが 120 名減ということで

したが、そこの要因としては、やはり少子化というところで、市全体

でこの学年の子ども自体が少なくなっているからなのか、他に申込を

される方が多くてこの数字になっているのか教えてください。 
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（山本課長） 3 歳児枠や預かり保育を行う前は、4、5 歳しか受け入れておりませんで

したので、どんどん減っていく状況でして、おおむね出来ていく保育所に

流れていく傾向でしたが、3 歳児の受け入れをしてからは、比較的横ばい

となっております。 

120 名減の要因としましては、4、5 歳の、その年々の子どもの数や、保

育所が出来ればそちらに流れる場合があり、そのあたりが影響していると

考えられます。 

（北條教育長） 3 歳、4 歳、5 歳の合計数の状況はいかがでしょうか。 

（山本課長） 今、使用を持ち合わせておりませんので、はっきりしたことはお答

えできませんが、どんと増える年があったりしますので、その影響は

あると思います。 

（橋本委員）  人口の状況や 3歳児の受け入れができたということもあって、様々

な要素があると思います。 

 ただ、どういった状況になっているかといったことを客観的に見る

ことができることが大事だと思います。 

 そういう意味で言うと、幼稚園で 3 歳、4 歳、5 歳でどこに何人い

るということが分かっている状況ですので、保育所でも 3歳、4歳、

5歳で、どこに何人いるということが分かれば、少なくとも保育上は

これぐらいの人数で推移している、幼稚園はこれぐらいの人数で推移

している、3歳児を受け入れたのはいつごろで、といった分析ができ

ると思います。 

 それが少子化の影響もあって、幼稚園の方なのかといった数字がな

いと、幼稚園と保育所とこども園ともバランスが分かりにくいと思い

ますし、地域的な問題もあったりするので、そこは一度データを取っ

ていただいて、それぞれの保育所で 3 歳、4 歳、5 歳でどういう動き
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ができているのか、特に保育所が増えていっておりますし、0 歳、1

歳、2歳を受け入れるところも増えていたりしますので、そういった

ところを重ねて、実際の子どもの存在と、それにバイヤスがかかる親

の動きを見ていくと全体が見えてくると思います。そこを整理してい

ただいたらよいのではないかと思います。 

（山本課長） 全体として、どこの施設にどれぐらいいるのかという数字はだいた

い把握しております。おおむね、4、5歳につきましては、幼稚園利用

と保育所利用はだいたい半々で、ほとんどの方がその施設を利用して

いるという状況です。 

今まで明石市は 3歳児の枠が少なく、6割ぐらいしか利用されてい

ない状況から、現在は 8～9 割くらいまで利用している状況です。施

設に問題がなければ、3歳児で入った施設でそのまま上がっていく形

になると思いますので、3、4、5 歳は同じ割合、もともと 4、5 歳が

ほぼ 9割以上の方が在籍して半々でいっておりますので、3歳も同じ

形で、ほぼ全園児が半々で保育施設と幼稚園のほうにといった形にな

っております。 

あと、保育所の枠に関しましては、0、1、2歳、特に 1歳と 2歳に

待機が出ている状態ですので、そこを中心に作っております。そのあ

との流れとしましては、保育園と幼稚園のほうである程度枠組みがで

きておりますので、どちらかに流れていくというような形になってい

くと思います。 

（橋本委員） その辺りについては、数字で評価していく必要があると思います。

それと、0、1、2歳の小規模の保育所が増えていると思います。 

それがどのように存在しているのかといった状況も、きっちり整理

していったほうが良いと思います。 
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例えば、ある保護者の方から、3，4、5歳を見てくれるのであれば、

そのまま中学校まで同じ校区で完結するためすごく良いといったこ

とを聞きました。ですが、0、1、2歳と 3、4、5歳で園を変わらなけ

ればいけないといったイメージが保護者の方にはあります。 

ですので、そういう意味でいうと、0、1、2歳の保育所がどのよう

になっていて、どれぐらいのリクエストがあってということは、いろ

いろなバイヤスがかかっていると思いますので、整理していくと、本

質的なものが見えてくると思います。 

（橘委員） 1 学級の定員が 20 名ということですが、二見こども園というのは、

学級数が幼稚園に比べて多いといいますか、優遇されているのでしょ

うか。 

（山本課長） 特に二見こども園だけ多いということではなく、3歳につきまして

は、幼稚園利用の方と保育所利用の方が 20 名ずつで 2 クラスになっ

ており、資料は、幼稚園利用の方のみの数字になります。 

ですので、この 2クラス以外に、保育所利用の方がいらっしゃいま

す。二見こども園の 58 名以外に、保育所利用の方の人数が入り、お

おむね 3 歳については 20 名、4 歳、5 歳については約 30 名の枠の中

で 2クラスあるということでございます。 

（橘委員） 教員のことについて、希望者がやや少ないということでしたが、小

学校の場合、教員の他に講師が入っております。幼稚園の場合は、教

諭と、別の職種の方で構成されているのでしょうか。 

（山本課長） 正規の幼稚園教諭と、臨時の幼稚園教諭を組み合わせて配置してお

ります。 

（橘委員） その臨時という方について教えてください。 

（山本課長）  正規の採用試験には合格していないですが、免許をお持ちで、臨時
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の採用試験の合格者が臨時幼稚園教諭として配置されます。 

（川本委員） 1 号の子どもについて、後で入れるような話だったと思いますが、

幼稚園は 1 号の子どもを入れるところだと思います。その辺りはど

のようになっているのでしょうか。 

（山本課長） まず、教室に限りがあるのと、職員に限りがありますので、本当は

全員受け入れをしていきたいところですが、受け入れたのに教室な

い、担任がいないという状態にならないために、一定の定員を設けて、

その枠の範囲内で受け入れをしている状態です。 

例年、3歳児は 1クラスしかなかったところから、枠をどんどん増

やしていっておりますので、毎年、担任を極力確保して、枠を増やし

ていっている状況です。 

（川本委員） 3 歳も、4、5歳と同じように、就労枠を減らして 1号はとにかく園

に入れるといったお考えはないのでしょうか。 

（山本課長） 就労枠を確保していく中で、待機児童の解消を図っていきたい、一

方で、1号枠もできる限り受けていきたいという中で、バランスを取

っていきますと、一般だけ受けて、就労を受け入れないという形でい

くと、小規模保育事業所をつくっていってもその受け入れ先がなくな

ってしまったりしますので、そこはバランスを見ながら行っていくし

かないと思っております。 

（川本委員） 2 園が認定こども園になったということで、それに関して保護者の

方の反応などはいかがでしょうか。 

（山本課長） 大久保南、二見北の保護者の方から何かご意見があったということ

はなく、問題なく進んでおります。 

（川本委員） 錦が丘については、定員よりマイナス 18 名となっているのですが、

そういったところを認定こども園にしていこうといったお考えはあ
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るのでしょうか。 

（山本課長） 今年度の申し込み状況や 4 月からの稼働状況を見る中で、どの程

度、認定こども園化をしていくかということを判断していきたいと考

えております。 

（川本委員） こども庁ができそうなのですが、その中で、幼稚園が文科省に残る

ようなことが言われております。明石市の場合は、幼稚園と認定こど

も園と幼保連携型のこども園が公立の中にあるということで、その辺

りが大変難しい状況にならないのかと感じております。 

明石市としては、こども育成室でされておりますが、そういった辺

りについていかがでしょうか。 

（山本課長） 幼稚園型認定こども園は、基本的には幼稚園になります。 

幼稚園に保育所機能が追加されるという形ですので、2号児を受け

入れるという認定をする形になり、今の枠組みの中から外れるもので

はありませんので、こども庁で一本化されるとなれば、しやすくなる

部分はあるかもしれませんが、今と特に変わりはございません。 

（北條教育長） 以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、第 1回定例会を終了いたします。 

 （13：55 閉会）
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