
 1 

第４回柏原市子ども・子育て会議会議摘録 

開催日時 平成 26年６月 24日（水）午後 2時 00分から午後 4時 00分 

開催場所 柏原市健康福祉センターオアシス 

議 題 １ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（１）教育・保育の量の見込みと確保について 

（２）基準条例について 

（３）その他 

４ 閉会  

出 席 者 

委 員 

谷向委員、小松委員、川渕委員、近藤委員、田中委員、 

永野委員、西村委員、福岡委員、東森委員、藤宇委員、 

【計 10人出席】   

（4名欠席 西委員、北畑委員、中野委員、三木委員） 

事務局 

己波理事  （健康福祉部子育て支援課） 

中川課長  （健康福祉部こども政策課） 

石橋課長補佐（健康福祉部こども政策課） 

勝田主査  （健康福祉部こども政策課） 

井須次長  （教育委員会社会教育課） 

吉田課長補佐（教育委員会社会教育課） 

傍聴人 ３名 

 議事の内容 

【開 会】  

事務局（中川） お待たせいたしました。定刻を過ぎてしまいました。申し訳ございま

せん。ただいまより、第４回柏原市子ども子育て会議を開催させていた

だきます。会議開催の前に本日の出席人数ですが、４名の委員さんがご

欠席です。委員 14名中 10名の出席をいただいております。従いまして

過半数の出席がございます。柏原市子ども子育て会議条例、第４条第２

項の規定により会議が成立していることを、ここでご報告申し上げま

す。それでは、会長、よろしくお願いします。 

 

谷向会長 どうも、皆様、ありがとうございます。第４回ということで、いよい

よ柏原市に見合った青写真をつくっていくためのご意見を皆さんから

お聞きしながら、市と一緒に今後の計画を推進していきたいと考えてお

ります。推進するのは会議ではなく、推進できるような意見をここでお

聞きさせていただきたいと思っております。 

まず、案件に入る前なんですけど、傍聴許可について皆様にご意見を
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お諮りいたします。本日、会議の傍聴を希望する方がいらっしゃいます。

本日の案件についての内容については特に個人情報などに配慮するも

のではないので、公開で行って支障はないと考えますが、よろしいでし

ょうか。 

 

委員 はい。 

 

委員 はい。 

 

谷向会長 ありがとうございます。それでは、傍聴を希望する方がいらっしゃい

ますので、ご入場をお願いいたします。 

 

【議事】  

谷向会長 それでは、案件に入っていきたいと思いますが、その前に厚生労働省

からのパンフレットを皆様のお手元に置いていますので、ご覧になって

いただきたいと思います。来年の４月から新しい子ども子育て支援新制

度というのが始まるということで、私たちはこの会議では市民の声を集

めてパブリックコメントになっていくということです。ここを一つひと

つ見ていきますと、こども園をつくったり、子育て支援を充実していっ

たりとか新しい制度の利用の流れと目的が書かれています。その青写真

を柏原市にあったオーダーメイドのものを作っていくというのが、ここ

の会議の声を集める意図ですので、今日も、ぜひ、いろいろな声を皆様

からお聞かせいただきたく、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、事務局の方、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（石橋） 案件に入らせていただく前に、前回の会議でご意見をいただいた中

で、市の方で採用させていただけたものがございますので、己波理事の

方からご報告させていただきます。 

 

事務局（己波） よろしくお願いいたします。前回、２点ほどご意見がございまして、

まず、１点目ですが、保育所にお子様を通わせている保護者の方が保護

者同士のコミュニケーションの場としてお迎えの時間、これが一番利用

しやすいというお声がありました。ところが、園によって、対応がまち

まちで、「すぐに帰ってください」と言われるところもあるというご意

見を頂戴しましたので、早速保育所の施設長会議の方で、提案をいたし

ました。全園共通で、お子様と一緒にお帰りの支度をした上で子どもの

安全見守りをしっかりしていただくこと、子どもさんのお疲れの部分も

考慮して時間は 30 分を目安にしていただくこと、お迎えの自家用車を
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保育所周辺に停車しないこと、この３点を守っていただいて、30分程度

のお迎え時の園庭でのおしゃべりタイムをお持ちください、というご案

内を各園に掲示させていただきました。今までは各園によって対応が違

っていたので、これでこの３点のお約束の上でということで、対応が同

一になります。 

続きまして、０歳児から就学前までの子どもさんの支援の必要な子ど

もさんに対する支援体制が、それぞれプツプツと切れているというご指

摘がございましたので、こちらに関しましては、現在行っております、

「こんにちは赤ちゃん事業」につなげまして、養育支援訪問事業、今の

ところ仮称ですが、「ママプラス」という愛称にしようと考えています

が、こちらの事業で保育士が、そういう支援の必要なお子様、ご家庭の

方に定期的な訪問を行いまして、「こんにちは赤ちゃん事業」からつな

げて、お子様というか、ご家庭というかカルテ的なものを作成いたしま

して、子育て支援事業につなげられれば、その子育て支援事業でそのカ

ルテに加筆していく。あるいは保育所に入所されれば、保育所で加筆し

ていくという形で、学校に上がられるまで、一人のお子様について支援

の必要な方については、１冊のカルテができあがるという事業要項の整

備を行いまして、この７月 1日から開始いたします。その方が小学校に

上がられるときは、今度は教育委員会の方で支援学級への入学等の適正

判定委員会がございますので、そちらにもその記録を引き継ぎさせてい

ただくという形で、極力切れ目がないようにという事業体制を要綱等の

整備でとりましたので、ここでご報告させていただきます。以上２点で

す。 

 

谷向会長 ありがとうございました。こういうふうな形で皆様の声がすぐに柏原

市の方の行政とか、現状、実情に跳ね返っていくというようなルートが

ありますので、ぜひ、今日もご意見をよろしくお願いいたします。 

 

事務局（石橋） それでは、案件に入らせていただきます。今日は、３点ほどございま

す。１つ目に、教育・保育の量の見込みと確保について。２点目に、基

準条例について。３点目、その他ということで、３点ほど案件を出して

おります。 

１点目の教育・保育の量の見込みと確保についてのところです。Ａ３

の見開きの資料１という横長の長方形のタイプです。今回、策定をお願

いしております子ども子育て支援事業計画の中で、教育・保育の量の見

込みのアンケート調査をして、見込みを確定して、その中で足りない分

は５年間でどのように確保していくか、というような事業計画というの

が今回お願いしている事業計画の中心、キモのところになります。 
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今回、このニーズ調査に基づいた数字とその確保策というのをこの案

件１のほうで確定させていきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

この横長の表をごらんいただいて、25年度の実績というのが一番左側

にございます。その次に 27 年度、そこから５年間、31 年度まで右側に

向かって年度が伸びております。その中で、１号、２号、３号という分

け方をしております。これは、新制度のご説明の時にさせていただきま

したが、１号というのは、３歳から５歳のお子様で、教育のみ必要とさ

れる方。今、幼稚園へ行っておられるような方。２号というのは、３歳

から５歳で保育の必要性がある保育所に通われる方。３号というのは、

０歳から２歳で保育の必要がある方。 

そういう分け方で 27 年度から制度がなっておりますので、１号、２

号、３号という分け方で見込みを出して、その確保策というのを示して

いきたいと考えております。量の見込みの数字を確定する前に第２回の

子ども子育て会議でもお話はさせていただいたと思うんですが、保育の

必要量の下限時間。この方は保育が必要だ、この方はいらないよという

下限時間を決めるのに、国のほうで月に 48時間から 64時間の就労の時

間の中で、市が決めなさいということになっております。 

柏原市の現状は、保育に欠けるという判断をするのが、月約 80 時間

就労していれば保育所に入れると。保育に欠けるとみなすことになって

おります。今回、国のほうで示されているのが 48時間から 64時間です

ので、今の基準よりも甘いという言い方がいいか分かりませんが、そう

いう基準になります。その中で最大時間をとれるのであれば 64 時間、

柏原市としては 64 時間でこの見込みを出していきたいと思っておりま

す。 

柏原市は 64 時間で下限を設定するということについて、まずご意見

等ございましたらお伺いしたいと思います。 

 

谷向会長 これは、１日当たりにしたら平均どれぐらいになりますでしょうか。 

 

事務局（石橋） 3.2 時間ぐらいになります。今は、大体４時間ぐらいの就労になりま

す。48時間になると 2.4時間になりますので、ほとんど就労されていな

いようなイメージになってきます。 

 

谷向会長 大体月に 20 日間で、１日３時間半ぐらい、３時間ちょっと働くお母

さんはもう保育に欠けるということで認定されるということになって

るということですね。 
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事務局（石橋） 認定はされるということになります。 

 

川渕委員 近隣の市町村の状況とかは？ 

 

事務局（石橋） 今、ちょうどそれぞれ決められているところですが、中部９市の集ま

りとかで情報を入れますとだいたい 64 時間となっています。今の方が

長いところが多いですし、極端になると東大阪などはもっと甘いという

か、あまり就労の時間は関係なしに申込ができるような市もあります。

おおよそ、だいたい 64時間で合わせているところが多いです。 

 

西村委員 甘くした場合のデメリット、メリットは？ 

 

事務局（石橋） 待機児童がかえって増える。誰でも申し込めることになるので。 

 

西村委員 なるほど。 

 

事務局（石橋） 申込を受けたということは認めたということになるので、その人が入

れなければ待機児童という扱いになります。 

 

西村委員 なるほど、市民にとっては短い方がいいわけですね。基準が甘い方が。 

 

事務局（石橋） 申込としては、そうです。 

 

西村委員 実際、週３回とか働くお母さんってすごく多いんですけどね。48時間、

それでも保育所に入れたいというのは多いんですけどね、どうなんです

かね。週３回、４回働いている人って、そんなに就労時間はいかないで

すよね。 

 

事務局（石橋） そのあたりですと、一時保育であるとか幼稚園の預かり保育を利用し

ていただいて。市としてはそういう考え方なんですけど。 

 

西村委員 保育所じゃなくて。 

 

事務局（石橋）  保育所じゃなくて。 

 

西村委員 じゃあ、皆さんのご意見を。 

 

川渕委員 待機児童が増えるということは、それだけまた施設整備をしないとい
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けないということですよね。 

 

事務局（石橋） 幼稚園も預かり保育をやっていますのでね。４８時間程度の就労であ

れば十分幼稚園に通える就労時間かなと。 

 

近藤委員 でも、基準が甘くて保育所に入れたということで、最初は３時間、４

時間ぐらいで働いていても、お母さんにしてみたら、だんだん働く時間

が増やすことができてきますよね。それはとてもいいことではないでし

ょうか。最初は甘い基準で入っても、だんだん自分に合わせて子どもが

落ち着いてきたらもうちょっと増やせるという感じで。保護者の人にと

ってはとてもいいのかなと思います。 

 

谷向会長 そうですね、そういう意見もあるかもしれないですね。 

どうでしょうか、ほかに意見はありますか。 

いろんな働き方があると思いますが、週何回働いているお母さんが多

いのか、その辺はニーズ調査結果には出ていないのですか。 

 

小松副会長  紙でいただいた概要版ですと４ページにお母さんの１日の就労時間

が載っています。ピンクの冊子の場合ですと９ページですね。お母さん

が週何日間の勤務がいいのかということと、希望就労時間が冊子ですと

14ページにあります。 

 

事務局（石橋） ８時間から９時間勤務という方が一番多いですね。 

 

小松副会長 現状は８時間から９時間で、希望は５時間以上６時間未満と、４時間

以上５時間未満というのが３割です。ピンクの冊子をお持ちでしたら 14

ページを見てください。 

 

谷向会長 週３日ぐらい働きたいというお母さんも４分の１、５分の１強ぐらい

はいらっしゃるということですね。市としては今のところ 64 時間とい

うところで設定したいということですか。 

 

事務局（石橋） 例えば 48 時間で認定して、で、保育所にたまたま空きがあって入ら

れる。その後で、例えば 64時間とか 80時間働いている方の申込があっ

ても、先に就労が少ない人が入っていれば、その人をどかしてあとから

入れるわけにはいかないので、ある程度の就労時間を取られている方に

ついて保育をしていくという意味では、あまり緩い基準にするとちょっ

と、難しいところがあるかと思います。 
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福岡委員 たくさん受け入れられるのなら、緩くしてもいいかと思うのですが、

これ以上受け入れられないのに、緩くするのは・・・ 

先着順とかになるんですか。 

 

事務局（石橋） 例えば、同じ月に入所を希望されている方同士でも、就労の時間の長

い人とか、家族の状況が母子家庭でお母さんがどうしても働きに行かな

いといけないという人とかは、要件で差をつけて入れるようにしていま

す。 

 

谷向会長 この当たりが、今の保育所だけではそういう週３日勤務とかで働きた

いというお母さんには使いにくいという条件になっているということ

ですよね。おそらくそれが新しい制度で、こども園になると、その辺は

入りやすくなるというふうな方向で考えたらいいですよね。  

 

事務局（石橋） 保育の必要がない子どもさんも保育の必要のある子どもさんも同じ

施設に行けるということにはなります。 

 

藤宇委員 私は子どもを幼稚園に通わせていたんですけど、幼稚園は４時間とか

５時間ですけど、お母さんもできるだけ子どもと一緒にいたいとか、長

いこと一緒にお友達のお母さんと遊んだりとか子どもの様子を見たい

からとかで、パートも３時間、４時間の勤務をわざわざ探して、小学校

に行かれてから本格的に働きにいくというお母さんも周りにはたくさ

んいました。 

ですから、皆さん、自分の気持ちとかの状態によって希望されるのも

また変わってくるのかな、という気もするんですけど。 

 

谷向会長 多様な働き方とかがあるということでしょうかね。 

 

西村委員 

 

実際には待機児童の数はだんだん減ってきますので。子どもの数がだ

んだん減ってきて、４、５年でそんなには……。 

 

事務局（石橋） 前回のニーズ調査に基づいて、国が示す手引きどおり算出した数字は

以前、お示ししたように、それは、人口推計から見ると、かなり減って

いくような状態でしたのですが、若干今の現状とか過去の実績の流れか

ら照らし合わせると、あまりに、ガクッと下がっている数字があったり、

すごく増えている数字がありましたので、今からご説明させていただき

たいと思っていたのですが、その手引きどおりに出した数字を今回、ど
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う補正していくかというお話を今からさせていただこうと思っておっ

たんです。その基になる基準を 64 時間で線を引きたいというお話をま

ず、その前にさせていただいてと考えています。 

 

谷向会長 いろんな意見が出ましたけれども、多様なニーズもありますけれど

も、まずは 64時間ということでよろしいでしょうか。 

 

委員 はい。 

 

事務局（石橋） それでは、もう一度資料のほうをご覧ください。 

（資料１に基づいて説明） 

 

西村委員 この 340という数字がえらく飛び跳ねているのは、何でだろうという

ことだと思うんですね。何ですか、この 340というのは。 

 

事務局（石橋） 第２回会議で説明させていただいたのですが、国の示す手引きでいく

と、まずその世帯がどういう家族類型にあるか、つまり、両親が就労し

ているとか、していないとか、母子家庭であるとか、家族類型を出して、

そこに人口推計をかけて算出します。 

アンケートに回答があった中でも、そのサンプルとして使えるものと

使えないものがあります。アンケートで丸をしていないと、どういう家

族類型にあたるか分からないので、回答がない人は除いていますので、

そういうところで恐らく減っているのかなということです。 

 

西村委員 でも、２年で半分以下ですよね。 

 

事務局（石橋） 国の手引きというのは、あくまで、これを参考に市町村で算出してく

ださいというものです。それのとおりに入れて妥当な数字であれば、そ

れを使えれば一番いいんですが、340 ですと使いにくいですので、今回

こういう形で補正したいと思っております。 

 

谷向会長 １号に関しまして、ちょうど幼稚園の年代になったと思いますけれど

も、まずは、673ということで、来年度 27年度の推定値という見込みで

よろしいでしょうか。 

 

委員 はい。 

 

谷向会長 ありがとうございます。 
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田中委員 すみません。もう少し教えてほしいのですけど、25年度の１号の３歳

から５歳と２号の３歳から５歳を足しますと、1,500 人ほどいますが、

この 1,500 人は 27 年度のここでいう１号、２号の上の見込みの段と２

段目の網かけの分との何かこの辺の相関関係はどういうふうに見たら

いいんでしょうか。27年度の量の見込みは足したら約 1,000人です。２

段目の網かけは、1,400 人ですね。だから、どちらが柏原市に合った数

字として見たらいいのですか。網かけの方を合っている数字としてみた

らいいのですか。 

 

事務局（石橋） 今回は、まずは１号の部分のお話をさせていただいておりますが、網

かけの１段目ですね。340 の下の 673 というのを今回補正という形でこ

の数字でどうでしょう、ということでご説明しています。 

 

田中委員 どうでしょう、ということか。そこで……先ほどおっしゃった３％減

ですか。ではないんですか。 

 

事務局（石橋） 年間でだいたい毎年３％ぐらい減っていますので、同じ曲線で減って

いくと見込めば、26年度が 694人ですので、そこから３％減ると 673名。 

 

田中委員 ごめんなさい、694人の下の数字ですね。 

 

事務局（石橋）  過去５年の実績の 26年度の数字です。 

 

田中委員 はい、そしたら、上の段を見ないで下の段を基準に見ていって、694

名、これが今度の計算方式でいくと 27 年度は 673 名になるということ

ですか。 

 

事務局（石橋） 673名の補正でよろしいでしょうか、ということです。 

 

田中委員  で、いいですか、というのは見込みだから？ 

 

事務局（石橋）  そうです、見込みですので。 

 

田中委員  そういうことですよね、補正だから。なら、それで、はい。 

 

谷向会長 まずは、１号の幼稚園が３％減でだいたい 673名ぐらいになるという

ことです。 



 10 

 

事務局（石橋） 次、２号のほう、見させていただきたいと思います。 

（資料１に基づき説明） 

 

西村委員  このくらいの減りですんだら御の字ですね。もっと減るのかなと思っ

ています。数字はそれでいくしかないかなと思います。 

 

谷向会長 それでは、次は３号の説明をお願いいたします。 

 

事務局（石橋） （資料１に基づき説明） 

 

谷向会長  乳児保育についてですが、市の方はまずは 27 年、28 年、まだ微増と

いうか、３％レベルで増えていくだろうとお考えの上でＡ案、Ｂ案を出

しておられますが、特に余裕をもってＢ案を決めたいとお考えですが、

皆さん、いかがでしょうか。 

 

藤宇委員  今までの支援にお兄ちゃん、お姉ちゃんは３歳か５歳で入れていらっ

しゃって、家庭で育児されている０歳から２歳で、例えば、この中で回

答のなかったお子さんをお持ちの方がいらっしゃったと思うのです。保

育所を利用してなくて、幼稚園にだけお兄ちゃんを入れていて、下の子

はおうちで保育されていた方が、もし、この緩いというか、少しでも働

いても保育園に入れますよ、という制度ができたら私も働こうかなと思

って、下の子も入れようかなという方が増えると思うので、そう考えた

らＢ案の方が妥当かなという気はします。 

 

西村委員 先ほどの基準を下げたら、がっと保育所は増えますよね。 

 

事務局（石橋） その辺を加味して７％を２年連続でいっているのですが。 

 

西村委員 ７％を３年連続で増えるということは思っていませんよね。ここ最近

は、要するに、アベノミクスで景気がよくなったから、働く人がいっぺ

んに増えて、保育所のニーズが高まったということ。すでに、みんな働

きだしているから、今後はそれほど増えないと思っています。 

７％３年連続などはっきり言ってあり得ない。でも、決めないと仕方

がないし、少し多めにしておいた方が計画しやすいという意見です。 

 

谷向会長  それではＢ案の方でとりあえず決定したいと思います。 

また、途中で計画の見直しが入る可能性はありますか。 
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事務局（石橋） 29年度に中間見直しもできますので、そこで実情を見て、下げるなり、

上げるなりはできると思います。 

 

小松副会長  この場で確認しておきたいのですが、例えば、マンションが１棟建っ

たとかによって、子どもの数が変わったりするわけですが、市としては

そういう動きは把握しておられないという理解でよろしいですか。 

 

事務局（石橋） どこかに大規模なマンションが建つなどの情報は把握しておりませ

ん。 

 

近藤委員 私はマンションが建ったことで、市外から柏原市に来たのですが、そ

のとき、市外からは本当に数名しか入ってきませんでした。大きいマン

ションが建っても柏原市の人が入るだけで、よそから入ったというのは

あまり聞いていません。 

 

事務局（石橋）  市内での住み替えということですね。 

 

近藤委員  だから、そんなにすごく人数が変わるということはないと思います。 

 

谷向会長  ありがとうございます。それではＢ案の方でよろしいでしょうか。 

 

委員  はい。 

 

事務局（石橋） 今、Ｂ案の方でということでいただきましたので、それに対する確保

の内容を②、この下の段のところですが、ここを見ていきたいと思いま

す。 

（資料１に基づいて説明） 

谷向会長 先ほど、ご案内しました厚労省のパンフレットの４ページのところに

地域型保育０歳から２歳という説明があります。この部分を来年度から

さっそく充実させることで、来年いきなり 32 名足りない分を補ってい

こうというお考えでいらっしゃるということですね。そういった考えで

現在、市が見込みを立てておられるということです。 

ここで確認させていただきたいのですが、地域型保育には４種類あり

ますが、例えば、大阪とか東京の大都市などでは、保育ママ事業とかい

ろんな地域型保育を導入されていますが、柏原市はそのレベルはどうで

すか。 
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事務局（石橋） 保育ママは５名程度、小規模でいくと 19 名以下になりますので、小

規模保育の方で考えています。 

 

谷向会長  厚労省のパンフレットの４ページでいいますと、２番の小規模保育を

新たに認可して、補っていこうとお考えになっているのですか。 

 

事務局（石橋）  そうです。  

27 年度、28 年度のマイナス 22 人とかマイナス 31 人という数字が出

ていますが、これはあくまで認可定員での数字です。現在保育所は、定

員の 120％まで受けることができます。これは、もちろん、保育士さん

の配置基準であるとか、部屋の平米が満たされた上でですが、認可定員

より少しだけ多めに受けられます。ですので、例えば、27 年度に 22 人

出るかというと、もう少し減ってくるかと思います。 

 

谷向会長  見込み量でマイナス 22 名と出ていても、上乗せ分で実質はもう少し

下がるというふうに考えられるということですか。 

 

小松副会長 確認させていただきたい。今も３号が 474枠あるわけですね。実質的

には 460 名通われていて、待機が 13 名ということで、そこは、地域的

なこととか、園の事情とかあると思うんですけど、何か特定の理由があ

ってのことなのでしょうか。どのように理解して今後の計画を考えたら

いいのか、というのを教えていただけたらと思います。 

 

事務局（石橋）  例えば、公立の保育所で言いますと、柏原市の場合１歳半からしか入

所ができないという状況がございます。４月の段階で１歳半に達してな

い子どもさんで、民間は０歳からやっていますけど、民間の１歳児はそ

れぞれ枠が一杯になる。公立の１歳児、１歳半から入れる枠はあるのだ

けれども、年齢が達してないから入れずに待っていただいているという

方も含まれています。ですので、認可定員でみると空いているのですが、

実は入れないという方が 13名出てきたということです。 

 

小松副会長  ということは、今、枠を作っておいても、お子さんが赤ちゃんという

か、もっと小さいうちから働きたいというご希望がどんどん増えていけ

ば、どんどん足りなくなるということが考えられる、ということですね。 

 

谷向会長 赤ちゃんの年齢によっては、こんなきれいな数字で割り切れない部分

が出てくるということになりますかね。 
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西村委員  その分加味してプラス７％です。ちょっと余裕があってこれですか

ら、そんなに無理な数字ではないと私個人は思います。 

 

谷向会長  もう少し地域型保育についてお伺いしたいんですけれども、例えば、

一応青写真としては託児所を１つ認可すれば十分賄えるであろうとい

うお考えかもしれませんけれども、例えば、大きな事業所が柏原市には

ございますけれども、事業所内保育所とか、あるいは、例えば今、子育

てを終えた方が保育ママをしたいというような要望が出できた場合は、

これは、どういうふうな内容になっていきますでしょうか。 

 

事務局（石橋）  事業所内保育所については、現在、柏原市では全南病院とヤクルトさ

んがやっています。今までは自分のところの会社の従業員の子どもさん

しか預からない形ですけれども、今後、地域の子どもさんを預かるとい

うことをすれば、今回の新制度においては公費が流れます。そういう形

で地域の方も、社員の方も利用できるという事業所内保育もあります。 

柏原市内の事業所内保育所が、地域児童を受け入れるとおっしゃって

いただければ、そこは調整して認可できるものなら認可したいと考えて

います。 

 

川渕委員 計画に載ってなかったらできないんじゃないですか。手を挙げる事業

者さんがいたとして、計画値を超えて指定ができるんですか。 

 

事務局（石橋）  27 年度では地域型保育は 10 になっていますが、まだマイナスになっ

ていますので、ここで例えば、２件、３件やりますというところが出て

くれば、そこは認可していきます。 

 

藤宇委員  認可しようと思うと、例えば広さだとか、設備とか、職員の数とか、

そういうのも考えてくださった上で、「事業をやります」と、手を挙げ

たら、そのバックアップは全部市の方がやってくれるのですか。 

 

事務局（石橋）  次の案件になってくるのですが、市が認可することになっていますの

で、市で条例を決めないといけない。その基準が、厚生労働省令で示さ

れていまして、それを受けて今後は９月の議会で上程したいのですが、

そちらの基準に対する市の考え方ということで、本日の資料２以降でま

とめおります。後ほど、説明させていただきます。 

 

谷向会長  今のお話でしたら、29年以降は待機がないということで、新しく事業

の認可を申請するということが難しくなるということですか。事業を始
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めるとすれば、実質この２年間が勝負ということですか。 

 

事務局（石橋）  需要と供給のバランスですので、供給ばかりあれば、いろんな保育所

さんとか事業者さんとか、子どもの取り合いになるということになりま

すので、基本的に充足されているのであれば、追加の認可はしません。 

 

谷向会長  ありがとうございます。 

 

福岡委員  それなら、27年で認可したとして、そして、子どもが減っていって必

要がなくなったときはどうなるんですか。27年に認可したところは、市

が責任を持つようになるのですか。 

 

事務局（石橋）  子どもが入らないとお金は流れません。 

 

福岡委員  経営が苦しくなる。 

 

事務局（石橋）  子どもさんが少なくなったときに、閉める事業所も出てくると思いま

すが、そこまでずっと市が面倒を見るわけではないです。 

 

西村委員  この数字を見てやるところがありますかね。 

 

谷向会長  それでは、次の案件にいっていただいてよろしいでしょうか。 

 

事務局（石橋）  （資料２、３、４に基づいて説明） 

 

永野委員  今、児童会に通わせていますが、建物がプレハブの２階になっていま

す。１階は２つ入り口と出口があるのですが、２階は１つしかないので、

実際にそこで不審者とかが、階段の方から上がって来たら、子どもたち

が逃げる場所とかがない。そういうのは、変えていくというのは？ 

 

事務局（石橋）  条例の中で、ですか。 

 

永野委員  はい。 

 

事務局（石橋） この認可基準の中では、そこまでは書いていません。 

 

小松副会長  非常災害対策というのが２ページの下の方にありますけど、ここには

含まれないですか。 
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事務局（石橋）  非常口、その他の非常災害に必要な設備を設ける。このあたりに入っ

てくるかなと思います。 

 

谷向会長 ５年以内に整備していかなくてはいけないんですよね。 

 

事務局（石橋） この辺の基準は確認しますけど、２階に必ず出入り口が２か所ないと

いけないという基準はないと思うんですけど、そのあたりは確認しま

す。 

 

谷向会長  出入り口が２箇所ないと駄目という基準はなくても、避難経路として

安全な避難経路が確保されているかと。危機対応のときに避難の仕方と

して、どのようなことがちゃんと決められているのかというようなこと

は、はっきりしていただきたいというご意見だと思います。その辺はぜ

ひやはり整備して、安全な放課後児童の居場所にしてほしいですね。 

 

事務局（中川） 基準として設けるのか、運営として対応していくかというどちらかの

方法になるかと思います。まさしくそういうご意見をいただきましたの

で、その基準は来年以降ですけれども、常に対応できるような形で、検

討はさせていただく必要はあると思っています。 

基準としてそれを定めるのか、それがないと運営できないとするの

か、運営を認めた上でそういう配慮を一定するのか、というところを検

討させていただきたいと思います。 

 

谷向会長 資料２は認可するための基準で、資料３が認可後の確認をするための

基準ということで、細かいところも答えていくようですけれども、これ

を次回までに私たちも見ていきますし、それからパブリックコメントも

ネットの方で集められるということですね。 

 

事務局（石橋） 同じようなものを示して、ご意見をください、という形のものです。 

 

谷向会長 次回のときは私たちも意見を出せるし、パブリックコメントの方から

の意見も会議で示していただけるということですね。 

 

事務局（石橋） あれば、こちらで示させていただきます。 

 

谷向会長 はい、ということで、それまでの宿題ということになりますかね。 
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事務局（石橋） 基本的には国の基準のとおりにいきます。放課後児童会だけは参酌し

て５年間の計画を作りますということです。 

 

谷向会長 現状に合わせて５年かけて整備してくださるということですね。 

 

小松副会長 ただ、厚労省から出した文章を見ますと、第４条ですね。最低基準を

超えて常にその設備及び運営を向上させなければならないと書いてい

ますので、それはやはり検討をしていただく必要があると書かれている

という理解でいいかなと思います。 

 

藤宇委員 子どもが小学校で放課後児童会についてアンケートを持って帰って

来たんですけど、そのアンケートは、放課後児童会が６年生まであった

ら入りたいですかという内容だったのですが、それはこちらの今回のこ

ういう改定案にも関係ありますか。 

 

事務局（石橋） この条例で定める部分については、対象年齢は定めません。６年生ま

でやる、やらないは市の放課後児童会の設置条例で定めていくことにな

ります。 

 

事務局（吉田） アンケートの結果というのは、今、現在、ほぼできております。で、

その結果、この年度内に６年生まで延ばすのか、決めていくことになろ

うかと思います。 

 

事務局（中川） 児童福祉法の改正の中で、放課後児童会の対象は小学校６年生まで、

と一応書いていますので、その枠の中で柏原市は放課後児童会をどうす

るかということは、またこれは運営の条例で別のものとなります。 

ただ、おっしゃるように今回変わる内容の一番のキモになっています。 

 

藤宇委員 別ものということで、分かりました。 

 

事務局（石橋） この条例は市の運営と、また、例えば、民間の事業者が、放課後児童

会をやりたいというときの認可基準になる条例でありますので。 

 

近藤委員 この 40 人を超えているところが、ひょっとしたら６年生までなら、

もっともっと超える状態が５年以上続いてしまうようなことにもなる

かもしれない、ということなのですか。 

 

事務局（石橋） それは５年で決めますので、５年以内に整備していきます。 
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谷向会長 この件に関しましては、ほかにご意見はございませんでしょうか。 

 

事務局（石橋） 続きまして、案件３のその他に入りたいと思います。 

公立施設の民営化等による幼保一元化ガイドライン（案）という資料

をご覧ください。先ほどから説明させていただいていますが、この子ど

も・子育て支援新制度が来年４月から本格施行する予定でございます。 

この本格施行を受けまして、また公立幼稚園と保育所における現在の

課題の解消に向けて、今後柏原市が取り組みを進めていくにあたっての

考え方を示すために、この公立施設の民営化等による幼保一元化ガイド

ライン（案）というのを策定させていただきました。 

この案の内容について要約して説明させていただきます。 

このガイドライン（案）は、本市の就学前のすべての子どもたちの育

ちの場としての環境づくりを最大の目的としてつくらせていただいて

おります。 

まず、本市の公立保育所の運営についてですが、保育所の入所児童が

増加傾向にあります。特に、低年齢児の入所児童が目立って増加してい

まして、今後の対応を検討する必要があるということと、現在発生して

いる待機児童の解消を図る必要があるということ。 

次に、公立幼稚園につきましては、園児数が今著しく減少しておりま

す。１クラスの園児数が 14 人以下となっている幼稚園が今３園ござい

まして、これらの園では適正な集団教育が図れなくなることが懸念され

ているということを、それぞれ公立保育所、幼稚園の課題として挙げて

おります。 

このような課題の解消に向けた今後の取り組みとしまして、増加傾向

にあります低年齢児の保育ニーズへの対応として、公立保育所を民営化

することで低年齢児の保育に対応した民間保育所を増やして、待機児童

の解消を図ることとしています。 

また、民営化によって生まれる保育士等の人材、経費の一部について

は、今後障がい児保育であるとか、家庭支援、地域のいろいろな支援の

充実に活用していきたいと。そして、市全体の子育て環境の向上を図り

たいということを述べています。公立幼稚園の課題であります、適正規

模を確保できなくなった幼稚園につきましては、今後は市内の保育所と

の統合による再編を検討していくこととしています。 

６ページをご覧ください。ここのガイドラインで示した内容をイメー

ジとして掲載しております。市立の幼稚園につきましては、適正規模が

確保できないと判断された場合、統廃合、もしくは市立の保育所との幼

保一元化によるこども園への移行を進めるものとしています。 
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市立保育所については、民営化を検討しまして、民営化の検討、もし

くは市立幼稚園と併せたこども園化を進めるということにしておりま

す。民営化を検討しまして、いったん民間の保育所になった後、民間の

こども園に移行するというイメージを持っております。 

下の段にあります市立保育所、幼稚園の再編後では、市内各地区の幼

稚園と保育所が、将来的には各地区でこども園が１～２園になることを

イメージして、下の段でイメージとして表しております。ここでいう最

終の市立こども園、民間のこども園について、こども園というのは、幼

稚園と保育所の機能が一体となった施設です。 

いままでは幼稚園には保育にかける子どもさんは行けませんでした

し、同じように保育所には、就労されていない、保育にかけない子ども

さんはいままでは通えませんでした。例えば、ご近所で家が隣同士であ

っても親の就労状況によって行ける施設が違っていたという状況があ

りました。ただ、こども園にすると親の就労に限らず同じ施設に通える

ことができるということです。 

また、幼稚園と同様にカリキュラムが組まれますので、保育を必要と

して入る子どもさんも、午前中４時間の教育の時間を受けて、午後から

保育を受けるという形になります。同じ施設に行って、いままで保育所

で保育を受けた子どもさんも、４時間のカリキュラムの中で教育を受け

られるというメリットがございます。 

柏原市の公立の幼稚園に限っていいますと、このガイドラインの中に

もありますけども、14名を下回る適正規模を満たさない園に所属する園

児さんも 30 名程度の集団で保育ができて、小学校に上がった時のその

ギャップというのがなくなるというメリットもあります。 

このガイドライン案につきましては、先ほどの条例と同じように、７

月に市のホームページ等で公表しまして、市民の皆さんの意見を同じよ

うに募集したいと思っております。 

今日、委員さんのほうにおかれましても、ご一読いただいて、次回会

議でご意見をいただければと思いますし、今見た中でご意見がございま

したら、何かご発言していただければと思います。 

 

近藤委員  最後の再編後のイメージのところで、上の段の市立保育所と市立幼稚

園のところの分が下の段の市立、私立の子ども園のところに再編される

ということで、民間のところを合わせて、例えば、柏原地区だったら１、

２園になるというわけではないんですよね。 

 

事務局（石橋） 市立と私立を合わせて１、２園です。 
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近藤委員 では、その下にある例えば、堅下地区だったら、１、２園となってい

るので、この民間と私立とこの下に「みずほ」とか「まどか」とかすで

に４つあるから、数でいったら、今ある市立保育所、市立幼稚園はいら

ないことになりますよね。 

 

事務局（中川） 今、公立の保育所が６園、公立の幼稚園も６園ありまして、この 12

園がこのような形に移行するということです。民間さんは別です。 

 

近藤委員  別なんですよね。 

 

事務局（中川） 12園が公立なのか民間なのか、それは民営化の後のこども園になりま

すので。 

 

近藤委員 まだ、分からないけど、ということですか。 

 

事務局（中川） 現在の幼保 12 園があって、各地区１～２園にできたらというイメー

ジです。あとは民間さんが自らのご判断でこども園に移るという、民間

さんの動きはイメージでは描けませんので、資料には示していません。

民間さんと合わせて市内でこれだけになる、ということではなくて、公

立の衣替えした姿として、こういうことに移行していくと、ご理解いた

だけたらと思います。 

 

近藤委員 では、極端な話、堅下地区などでは民間保育園、私立幼稚園がたくさ

んあるから、ひょっとしたら今ある保育所、幼稚園のところでのこども

園の再編というのはなくなるかも、ということはあるんですか。 

 

事務局（中川） 可能性としてないとは言えません。民間さんが今よりフィールドを広

げられたときに、どこまで公立が、もちろん、公民の協調で今後も進め

ていきますので、その辺は民間さんの動きと歩調を合わせたような形の

再編を公立はしていくべきというのは考えています。 

 

近藤委員 分かりました。 

 

福岡委員 こうやって統合していくと、施設的にやはりどこを利用していくか、と。

保育所の方が０歳児から受け入れをされている分、利用される可能性が

高いということですね。ということは、現在ある公立幼稚園はすべて施

設として利用することはなくなってくるということですか。 
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事務局（己波） 施設に関して、利用する具体的な施設とかはまだ決まっていません。

このイメージというか、このガイドラインが承認されて、これが基礎的

な考え方として固まった時点で、次にどうするかという話になっていく

かと思いますので、現時点で、保育所を使いますとか、幼稚園を閉めて

しまいますとか、そういうことはまだ、我々は考えておりません。 

とにかく、一番基礎となるこの部分の考え方を市民の皆さんともども

一緒にきっちりと柏原市としての考え方を定めてから、今度は次に具体

的にというお話になっていくのかなと。その場合、やはり、現状の施設

をそのまま使うにしましても、一定の施設改修等も必要になって来ます

ので、そのあたりは市の財政状況も考えまして、一番効率的で、通われ

る子どもさんにとっても一番いい状況で、ということを前提に、具体的

なことを考えていく予定です。現時点で、幼稚園を全部閉めますという

ことは、考えておりません。 

 

川渕委員 この再編についても、今回、話し合われた見込みで定数を出しました。

これを、踏まえた上での再編と考えていいですか。 

 

事務局（己波） そうです。以前に、平成 18年と 22年でしたか、教育委員会と保育所

と幼稚園の在り方というのを出してもらっていますのを踏まえて、この

ガイドラインを作っております。 

 

西村委員 これは国ではなくて柏原市の考え方ですか。 

 

事務局（己波） 市の考え方です。 

 

西村委員 そうですか。何かすごいですね。どんどん民営化するということです

ね。策定時の最初に書いていますけど、公的な力を将来、障がい児とか

家庭支援の方にどんどんもっていくという方向ですね。近隣市町もこう

いうアイデアはあるのですか？ 

 

事務局（中川） 保育所の民営化につきましては、柏原市は遅れをとっています。 

 

西村委員 そうですか。 

 

事務局（中川） はい。 

 

西村委員 遅れを取り戻そうみたいな話ですか。 
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事務局（中川） 取り戻すというよりも今までこうしてやってきましたけれども、平成

27年から新制度へ移行する。今後、低年齢児保育のニーズに対応するの

であれば、公立も民間さんの活力を導入する、そういうことも合わせて

こども園という形で進めていく。今後新たな給付制度ができますので、

そっちにのっかっていきたいというか、合わせたような形でやっていけ

たらと。 

 

西村委員 なるほど、なるほど。 

 

藤宇委員 直接関係ないですけど、もし、こども園というのが認定されて、そこ

で保育していらっしゃる、今で言ったら保育所で働いていた保育士さん

と、幼稚園の資格を持っている方とは今までとってこられた経緯、たと

えば、教員の資格など、違いますよね。そういうのはどういうふうに考

えていらっしゃるんですか。今、幼稚園で働いていらっしゃる方は、例

えば、幼稚園の資格しかなくて、保育士さんは保育士さん。そのあたり

はどういうふう考えているのですか。 

 

事務局（中川） 国の制度としても、経過措置として、幼稚園教員さんが保育士の資格

を取りやすいような制度を、保育士さんが幼稚園教員の資格を取りやす

い制度を５年間のうちに配慮しますと、いうことで示されます。こども

園を進めるのであれば、幼稚園教員さんもこども園に勤められるような

形、保育士資格を持っている保育士さんもこども園で勤められるような

形というのは進めていかなくてはならないと思います。 

 

藤宇委員 今後は大学でもそういうコースが２つとも取れるようになってきま

すと聞いたのですが、今もキャリア積んで来られた方とか、何か研修か

何かを受けられて、幼稚園さんも保育士さんもちょっと研修を受けて同

じように働ける場所になるのですか。 

 

事務局（中川） おっしゃるとおりのことを国が考えています。 

 

藤宇委員 ですよね。やっぱりせっかく働いてこられたのが、それで、働けない

となったらね、お気の毒ですものね。分かりました。 
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田中委員 よろしいですか。保育所と幼稚園の合併で、こども園に持っていこう

とするのは、ここでもいいことずくめで書いているのだけど、その道の

りは決して平坦ではないと思うんですよ。八尾市の事例もお聞き及びだ

と思いますが、なかなか成功させるのに苦労されているということで。 

座長さんはご存じだと思いますけども、八尾市で保育所と幼稚園と公

立の合併をさせて認定こども園に移行しようとしましたけども、両方の

保護者からの賛成が得られなかったというのか、反対があったというこ

とで、話がおじゃんになったのですよ。 

やはり、幼稚園へ行かせている人は幼稚園の思いをもって行かせてお

られるし、保育所へ行かせている人はそれらの思いがある。帰る時間が

別々になってくると、そこのところで保護者の思い、ニーズが違ってく

る。そしたら子どもはどうか、それが許容できて、それが理解できるの

かというとなかなかそれもいかない。 

その辺のところをやはり柏原市の財政と見合った話をしていかない

と。だけど、将来もうお金がないからこれしかないということならば、

そちらの方へ向いていかざるを得ないだろうなとも思っています。いず

れにしても、保護者の希望を上手に吸い取っていただいたら。 

 

事務局（己波） 財政的な面からこのガイドラインを考えたことは一度もありません。

ガイドラインを考えた結果の副産物として、結果、こういう財政の余剰、

余剰、といったら言葉が悪いかもしれませんけど、人材の手が空いてく

る、あるいは財源が若干出てくる。じゃあ、それは次の事業に当てまし

ょうという考え方をしておりますので、財政的に厳しくなるので保育所

をどうしようとか、幼稚園をどうしようということを考えたことは、ま

ずございません。 

あとは、幼稚園に関しましては、一応、園の維持に関しての適正規模

が維持できなくなる。つまり、１園で１クラスが 10 人とか、園全体で

20人しかいないとか、そういう状況に陥った場合、保育所との合併とい

いますか、こども園化を考えてまいりますので、保護者の方の理解を得

やすいかなとわれわれは考えております。 

もちろん、対象となります幼稚園、保育所の保護者の方々には、何度

でも説明会をさせていただいて、ご理解を得られるまで話し合いはさせ

ていただくつもりはしております。 

 

田中委員 はい。その辺、船出を上手にしていただいたらいいと思います。 

それと、話が戻りますが、小規模の保育所のことを少し。今、しゃべ

るとややこしいですか？じゃあ、後でさせてください。 
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谷向会長 とりあえず、民営化のこと、ガイドライン（案）の最後のページに関

してのご意見はいかがでしょうか。 

 

小松副会長 認定こども園は、総務省ですね。 

 

事務局（己波） 内閣府です。 

 

小松副会長 内閣府か。失礼しました。市ではどの部署がどういうふうな形でかか

わっていくのか。この文章をどこが作られているのか、というのが１点

です。 

それから、もう１つは、今日配っていただいた資料の 11ページに、「地

域の実情に応じて認定こども園の普及のための方策を事業計画に盛り

込むこととしています」と書いてある。これは、この計画というのは、

この６ページを参照するとこの会議でつくる事業計画ということでよ

いですかね。 

 

事務局（石橋） 事業計画の指針の中で、認定こども園の普及の方策というのを書かな

いといけないことになっています。 

 

小松副会長 その方策というのは、つまり、この会議で議論して決めていくと理解

してよろしいですか。 

 

事務局（石橋） そうです。会議でご意見をいただいて決めていくことになります。 

 

小松副会長 例えば、市としてこういう働きかけをしますとか、お金がどうか、と

いうことにもかかわってくるのが、この「方策」という言葉に入ってい

ると理解してよろしいですか。 

 

事務局（石橋） 計画にどこまで書くかによりますが、このガイドラインをベースにし

た市の考え方を計画に示せたら、ということは考えています。 

 

小松副会長 はい。分かりました。このガイドライン（案）というのが、どの程度

責任を持って作られたのかというのを確認したい。 

 

事務局（中川） 今回は、健康福祉部でつくらせていただいていますが、もちろん、幼

稚園の今後の対応につきましては、勝手に進めているのではなしに、連

携しながら、教育委員会の定例会議等に諮りながら進めています。内部

での意思決定を諮る前には、「こういう案を作ります」と教育委員会と
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も協議しています。 

今回、ホームページ等に挙げさせていただくのは、子ども政策課のホ

ームページになると思います。市の決定として市のホームページに載っ

ていますので、「福祉部局で作っているから教育委員会は全然関係ない」

ということはありません。こども政策課のホームページに挙げさせてい

ただきますけども、これについては、幼稚園所管の教育委員会の確認を

とった上で示すという形で、早速来週にはホームページへアップさせて

いただく形になっています。 

 

福岡委員 この会議の中には、今問題になっている公立の幼稚園の先生や保育所

の先生は入ってないわけですが、その方々のご意見をいただかなくても

いいんですか。 

 

事務局（中川） 今回、このガイドラインを示させていただいたバックボーンには幼児

教育審議会があります。この審議会は、公立の幼稚園の先生、民間の幼

稚園の先生、保育所の先生、学識経験者等に入っていただき、就園数が

著しく減少傾向にある公立幼稚園の今後の在り方についてという案件

について、以前に諮問・答申いただいています。 

その答えとして、今後、就園数が著しく減少していく幼稚園について

は、民営化、もう１つは統廃合、幼保一元化、この３つの方策を地域、

個々の実情に応じて用いて、今後の幼稚園運営を進めていきなさいとい

う答申が出ていますので、それを踏まえて今回は統廃合、もしくは幼保

一元化、この２つをとらせていただいています。 

今までとまったく方向を変えたわけではありません。それと、今回、

ホームページ等でお知らせしていただくに当たって、公立の施設長さん

に現場の意見を聞いているわけではないですけれども、「こういうもの

を周知します」ということの情報共有はさせていただいています。 

話が行ったり来たりしたのですが、もともと幼児教育審議会で、就園

数、通われる子どもさんの数が、著しく減った場合は、民営化、幼保一

元化、統廃合、この３つのうちのどれかで進めなさいという答えを受け

て今回示させていただいた形ですので、そこは一定ご理解をいただけて

いると思っています。 

 

福岡委員 だったらいいのですが、やはり現場の先生方のご意見というのは一番

の生の声だと思うので、その辺りを決めるにあたって、拾わなくていい

のかなと疑問に感じました。私たちは分からないことで、その現場の先

生ならではのご意見というのがあるのでは、と思います。 
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事務局（中川） おっしゃるとおりで、現場で頑張っていただいてる保育士さん、教員

さんとの意思疎通については、我々行政の責任の中で、今後図っていか

ないといけないことで、現場ではこんなことしたくない、ということを、

市が進めていってしまうと、通っている親御さん、子どもさんにも迷惑

がかかる話なので、現場の方々と力を合わすために丁寧に取り組んでい

くということが、我々に課せられた課題と思っています。 

 

福岡委員 会議で諮った上で、次の段階の話ということになっているのですか。 

 

事務局（己波） 実際に具体的に進めていくにあたっては、もちろん現場の方々の力が

メインになるだろうと我々は考えております。机上の空論といいます

か、文書を書いたり、こういう表を作ったりなどは、私たち事務担当者

の仕事ですけれども、実際にできるものをどのようにやっていくかとい

うのを考えいただくのは、現場の先生方だというふうに我々は考えてお

りますので、我々だけでこういうのを作って、こうやってくださいなん

ていうことは絶対にいたしません。 

 

福岡委員 私も、公立の保育園に少しかかわったことがありますので、現場の先

生の声というのをずっと聞いてきたものですから、上から決められたこ

とを従わないといけない、とてもつらい状況だと思うんです。 

 

事務局（己波） そんなことはないですよ。 

 

福岡委員 でも、頑張っていただいている部分もあるので、やはり現場の声とい

うのはとても大事に受け止めていただけたらなと思います。 

 

事務局（己波） 逆に、現場の先生方が動いてくださらないとこのイメージ図はできな

いと我々は思っております。 

 

藤宇委員 先ほどおっしゃったみたいに、幼稚園が１クラス 10 人以下になった

ら、運営するのはちょっと大変だというお話も、私の子どもが幼稚園の

時からうわさとして聞いていました。「多分、幼稚園と保育園が一緒に

なるんじゃないの」って。皆さんや先生と一緒にお話ししている中で、

よく話していたのは、１つ幼稚園がなくなったら園長が１人いなくなる

だろう、先生も１人減るのだろうということで。 

人件費に関係することばかりみんな言っているようだけど、その人た

ちはその人たちの良さがあって、ちゃんと子どもとかかわって、やって

くださっているのは私らもよく知っているので、人件費を切り詰めるた
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めに園を縮小するとかではないようにしてほしい。 

学童に関しても一緒だと思うけど、今こちらの法案でも 20 人につき

１人以上となっているけど、やはり、20人につき１人しか指導員は配置

されてないじゃないですか。 

人件費が一番コストがかかると思うんですけれども、少人数でたくさ

んの子どもをみるよりも、ちょっと余裕をもってみるという、そっちの

ほうも進めてもらって、もう少し子どもを主役に、じっくりみてあげら

れるという枠があったらいいなとずっと思っています。閉園にあたり、

かなり誤解されているお母さんもたくさんいらっしゃるので、その辺の

理解のほうもお願いしたいなと思います。 

 

谷向会長 まさに、そういう声を届けるための場がこの会議の目的ということに

なると思います。ありきたりになると思うのですが、柏原市自体はどう

いうような子どもの保育というか、幼児、子どもが育つ場というのを目

指しておられるのでしょうか。 

例えば、横浜でしたら待機児童ゼロを目指して、それに向けて市が全

力でいろいろ方策を考えられていましたよね。柏原市の場合は、待機児

童解消がメインになるということはあんまりない。とすれば、市長さん

をはじめとして、市にはどういうお考えが一番中心となるのですかね。 

 

事務局（己波） 今の現時点では、初めて出た待機児童、これをゼロにする。これがま

ずメインです。ただ、中期的、将来的に考えましたときには、認定こど

も園への移行がメインになっていくだろうとは思います。先ほど申しま

したように、親御さんの就労状況に関係なく、子どもが誰でも、１つの

地域で１つのところに通えて、お友達同士がずっとそのまま学校に行け

る。こういう状況が一番かなと今我々は考えております。 

例えば、今出ております幼児教育要領と、厚労省が出しています保育

指針は、現在ではほとんどイコールになっているそうです。私は、専門

家ではありませんので、中身を全部読みとくことはできていませんけれ

ども、現場の先生方にお聞きするとほぼ重なってきているということで

す。それだったら、認定こども園の運営等にあたって、柏原市の幼児教

育保育指針等の作成も、視野に入れて進めていくべきでないかという話

し合いもやっております。ですから、そんな中で、現場の先生方といろ

いろお話しして、柏原市の就学前の子どもさんにとってどうしてあげる

のが一番いいかというのが、今まだ模索しているような状況と感じてい

ます。 

ただ、これを、１年間も２年間もかけて考えますというのではちょっ

と遅きに失するので、新制度が始まって、例えば保育所の民営化を進め
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ていくとか、そんな中で一定の方向性が見出せたらなと思っています。 

ちょっとあいまいなご返答で申し訳ないのですけども、初めて出た待

機児童というのを減らすというのが、現在の一番大きな目標です。目前

の、もう本当に愁眉に迫ったという形だと思います。 

 

谷向会長 私なんかは、専門的なところから、「子育てしやすいまち」というこ

とを市長さんがおっしゃっておられましたけれども、子育てしやすいま

ちということは、それはお母さんが助かることを通して、子どもが健や

かに育つまちということにつながると思います。 

ですので、こども園、保育所、幼稚園、どういうふうにこれからデザ

イン、青写真を描くかというところにおいて、やはりそこにどういう質

がやはり子どもの健やかな育ちに役に立つのかというか、効果的なのか

というあたりを、どうすれば意見を反映してもらえるのだろうかという

あたりがある。そこまでは考えていないですか？ 

 

西村委員 会議の全体の話ですけど、あんまり意見出ないでしょう。申し訳ない

ですけど、会議の内容が事務局の説明に終始しているので、意見が出に

くいように思うのです。こういう細かいことは確かに大事だけど、簡単

にまとめていただいて、大体の方向性をここで述べるようにしたほうが

意見が出ると思います。事務的なことは事務局が圧倒的に知っている

し、当然その説明をしてもらわないと分からないのですけど、あらかじ

め簡単にまとめていただいて、資料として配布しておいてもらったら、

もうちょっと意見が出ると思うんですけど。今のままでは、事務局の説

明が８割ぐらい感じなので、なかなかいい会議にならない。 

 

事務局（中川） 言い訳になってしまうんですけど、ニーズ量とかについては、こちら

のような、細かい、堅そうな資料を見ていただくことになりますが、今

後の資料、今後の会議については、おっしゃっていただいたような形で、

ひと工夫、ふた工夫させていただきたいと思います。 

 

西村委員 そうですね。レジュメも、今のままでは何が言いたいのか分からない

ですよね。やはり、持っていきよう次第だと思うので、ひと手間ですけ

ども工夫をお願いします。 

厳しい意見で申し訳ない。せっかくこれだけスタッフが集まっている

んだから、もうちょっと意見を吸い上げるようにしてもらったほうがい

いですよね。 

 

永野委員 関係ないかもしれないんですけど、食育についてもうちょっと力を入
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れてほしいなと思っているんですけど。 

 

事務局（中川） それは、保育所のということですか？ 

 

永野委員 保育所というか、全部にというか。 

 

事務局（中川） それは、幼稚園、保育所のほうになるんですかね。 

 

永野委員 そうですね。今、うちは保育所に通わせているので、保育所の意見に

なりますが、そのお母さんたちは保育所に預けているんだから、保育所

で栄養がとれているものだと思っています。当然働いているので、忙し

ければ子どもに食べさせるご飯をちょっと手抜きしようかとか、あり合

わせのものでいいかとか、そういう意見がすごく多くて。 

保育所では栄養士さんとかも入っておられて、栄養面について考えら

れているという話は聞いていますけど、実際、保育園の給食というのは、

一番低コストのところにお願いしているのですよね。 

 

事務局（中川） 低コストの？ 

 

永野委員 コストを抑えるために業者さんを変えたのですよね。 

 

事務局（中川） というふうなお話になっていますか。 

 

永野委員 はい。 

 

事務局（中川） 公立の保育所は、現在、６園共通で１つの業者さんが６園分の給食を

作っておられます。業者の選定は入札という形で、一番契約が安価なと

ころに決まってしまいます。かといって、安かろう、悪かろう、なのか

といったら、それは違うと考えていただいたほうが。 

入札に、３つの業者さんが手を挙げられたとします。そしたら、こう

いう条件で、これだけの栄養量を満たして、これは国産を使いましょう

ねとか、詳細を決めた仕様書の中で、じゃあ、Ａ社さん、Ｂ社さん、Ｃ

社さん、こちらの内容だと幾らで契約してくれますかという条件提示を

して、その中で一番低価格のところに決めさせていただいたのが今の業

者です。 

 

永野委員 いろんなお母さんから、味付けがすごく濃いとか、そこは強く言って

ほしいって言われています。お母さんから市のほうに何度も言っている
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と思うのですが。 

 

事務局（己波） 市としましても、給食委員会というのを毎月開催しており、各保育所

の代表が出てきています。会議時間は１回当たりで、３時間から４時間

になります。なぜかといいますと、前月の各毎日の献立について、各園

から、例えば同じおうどんでも、ここの園では全然味がしなかった、こ

この園では大変辛かった、ここの園では甘かったと。そういうのを給食

委員会へ持ち寄って、業者と業者の栄養士等をそこへ呼びまして、細か

く注文を出しております。 

野菜はもちろん国産を使ってもらっています。あとは、我々事務の者

と保育所の代表の者が月に１回会社への視察という形で、調理している

ところを、朝７時前ぐらいに行くのですけども、工場の中をずっと見て、

例えば白衣が汚れているのできれいにしてくださいとか、そのような申

し入れを、毎月のようにずっとやってきてるんです。 

味付けについては、それぞれの個人的な好みもありますし、難しい面

もありますが、改善はされてきているとは思います。決して食育という

部分に保育所のほうが後ろを向いているということはないのだけは理

解していただきたいです。 

その給食委員会で出た意見に対して、例えばおやつですよね。手作り

おやつでいってほしいといったら、じゃあ、サーターアンダギーをつく

ってきました、でも、揚げすぎてカチカチで食べられないとか、そうい

うふうに、本当に１品目ずつを取り上げて検討会を毎月やっています。

そのような形で１年半くらいやってきた状況でして、だいぶ改善されて

きたというふうには思っています。これからも努力を続けていきますか

ら、そのようにお母さん方にお伝え願えたらと思います。 

 

藤宇委員 なんか意思疎通がとれるようにちょっとしたアンケートとか、コミュ

ニケーションがとれるものがあったらいいですね。 

 

事務局（己波） お母さんとですか。 

 

藤宇委員 はい。先生が窓口になって、ここ最近どうですかみたいな、ちょっと

聞いてあげられるような。 

例えば、給食についてどう思いますか、とかを保育所のアンケートと

かに書く。行政の方にアンケートの結果を見ていただいて、次に視察へ

行かれた時に、ちょっとおうどんが辛いとおっしゃっている幼稚園の

方、保育園の方がいますけどどうですか、とかの声を持っていっていた

だいたらと思います。そうすることで、どうしてそうなったのかという
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回答も得られるので。そんな意思疎通ができたらいいかなと思います。 

 

事務局（己波） 分かりました。 

 

事務局（中川） 直接お母さんは給食を食べられないですよね。 

 

藤宇委員 そうですね。 

 

事務局（中川） だから、子どもさんがどう思ったのか、ということですね。 

 

藤宇委員 そうですね。 

 

事務局（己波） 子どもが家へ帰ってきてどういうことを言っていたか。 

 

藤宇委員 なるほど。 

 

永野委員 先生からの意見もあるんですよね。 

 

事務局（中川） 毎日検食ということで、必ず子どもさんが食事する 30 分以上前に、

毒味じゃないですけども、保育士が先に味と量を必ずチェックをしてい

ます。主食については、今日は辛いとか、今日はお米が固いとか、そう

いうチェックは必ずさせていただいていますので、保育士の目線からの

給食というのは毎食判断していますが、今ご意見あったように、子ども

さんから意見を聞いたお母さん方の意見を吸い上げているような形を

一度とることも必要かと思います。 

 

田中委員 今、食育の話が出ていますけども、合併してこども園になったら、給

食は全員出てくるということになるんですね。今、幼稚園は給食が出て

ないと思いますが、 

 

事務局（中川） こども園だったら、必ずすべての児童に給食を与えないといけないか

いうと、そういうことになってないのですけれども、通常はこども園に

なったら、全員に給食をとっていただくような形で進めるべきかと、今

の時点では考えています。 

 

田中委員  今のところは、給食ありの方向で考えていってもらえるということで

すよね。 
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事務局（中川）  はい。 

 

谷向会長  それは、何か根拠があるんですか。といいますのは、幼稚園のお子さ

んにもお昼ご飯を食べさせるという何か目的とか、メリットとか。それ

が例えばほかのお子さんと交わる時間を長くするとか、あるいは食育と

いうものに園のほうがかかわって、家庭だけではなくて園から教育して

いくという目的があるとか。 

 

事務局（中川）  これは、先ほどの市の決定事項じゃないですが、こども園の保育を必

要とする子どもさんには給食が与えられるのは決まっている。一方で、

横で一緒に４時間目まで授業をする幼稚園の子どもさんはお弁当でな

いと駄目っていうのは、僕自身どうかなと思ってます。お母さんの選択

制でもいいかと思うんですけども、ほかの保育時間を適用される子ども

さんと同じような、給食を食べることができる選択肢というのは与えて

あげるべきじゃないかなと思います。 

ほかで先行してこども園をされているところにつきましても、おおむ

ね給食というのは保育を必要としていない子どもさんにも提供してい

るということも聞いておりますので。 

 

事務局（己波）  その辺のことに関しましては、先ほども申し上げましたように、実際

にこのガイドラインについて、市民の方も含めて皆さんの意思統一がで

きて、ガイドラインに基づいて、具体的な話に入っていく時に、現場の

先生方が新しい認定こども園の設立にかかわってくださると考えてお

りますので、その中で現場の先生方にお考えいただくことだと。 

給食はしてあげたほうがいいよということになるのか、お弁当給食と

いう形になるのかはわかりませんが、我々行政側、事務側が考えて、こ

こは給食にしてくださいとか、お弁当にしてくださいということではな

く、現場の方々の意見が重要かと。 

園の運営ということに関しては現場の方が意見を出しあって、検討し

て一番いいものをつくっていただけたらというふうに思っております。 

 

谷向会長  こども園に移すには、移すとこういうようなメリットがあるから、そ

したらこども園がいいんじゃないですかという、お伝えの仕方が。 

  

事務局（巳波）  そうですね。ですから、その部分も含めて、我々は、現場の先生方も

交えて一緒にお話ししたいと考えています。こども園の分類であると

か、それがどういうふうな運営をしないといけないというような、そう

いう国が決めた決めごとに関しての説明は、我々の得意分野ですので。 
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それを提示させていただいた上で、柏原市の今の状況にとっては、ど

の部分をどういうふうに取り上げてやっていくのが一番よいかという

のは、現場の先生方が考えてくださって、じゃあ、ここをメリットとし

て挙げましょうということになっていくのかなと。 

 今、この場で、こども園にしますから給食がメリットですとか、こど

も園にしますから何がメリットですというのは、国が出した解説書を読

んで言うことであって、実際果たしてそれが現場の先生方にとったら本

当にメリットなのかと言われても、我々は反論するすべもありません

し、一緒になって考え、お知恵を借りてやっていきたいと思っています。 

 

谷向会長 保護者というものは、例えば手作りおやつを食べさせたいという思い

があるから、手作りおやつを食べさせてくれるようなこども園をつくっ

てほしいとかっていうことを、やはりここで積極的に挙げていくべきで

はないかなと思ったりもするのですが。 

すみません。４時を過ぎてしまいました。今回どうしても発言という

ことで何かございましたら。先生、いかがでしょうか。 

 

田中委員 すみません。さっき話が途中になってしまって、聞きそびれてしまっ

たんですけども、家庭的保育事業のことです。 

これは、例えば、今の私立の幼稚園とか、保育所とかは、寄付行為を

起こして事業を起こしていますよね。こういう事業を起こしているとい

うことは、倒産したら財産は国のものにもなるし、という足かせがある

んですけども。この小規模の事業所は、これは何かそういう寄付行為を

起こしたりするんですか。 

 

事務局（中川）  しないです。 

 

田中委員  寄付行為を起こさないということは、立ち上げもしやすいし、ひょっ

としたら市民の満足を得られなかったらたたんでしまうということも

あるんじゃないですかね。 

 

事務局（中川）  法人でないとだめだという縛りはないですので、個人でもできる事業

ですので。 

  

田中委員  みんな、先生のところでも足かせがあって、これをされているわけで

すけども。だから、ちょっとなんかこの辺甘いですよね。やりやすいで

すよね。事業を起こしやすいですよね。 
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事務局（中川）  はい。国の狙いは事業参入しやすいようにと。それが国の狙いみたい

ですね。 

 

田中委員  ただ、社会的な認識がどこまであるのか。そこのところは、先ほど条

例をつくるとかおっしゃってましたけども、きちんと整備していただか

ないと、柏原市としては、後々心配の種が生まれてきますよね。 

 

事務局（中川）  今後この事業については、認可という事務は、柏原市が行いますので、

そこで事業主になられる方の素養というのも判断していきます。「お宅

は素養がないからやめなさい」というのはなかなか言えないですけど

も、そこできちんと判断させていただく必要があるということです。 

 

田中委員  そこのところはよろしくお願いします。 

 

事務局（中川）  はい。分かりました。 

 

谷向会長  よろしいでしょうか。すみません。10分延長してしまいましたが、本

日は、これでそしたら終わりということで。また、次回、いろいろ宿題

が出ましたけど、よろしくお願いします。 

 

小松副会長 議長、よろしいですか。 

 

谷向会長 どうぞ。 

小松副会長 毎回同じことを申し上げていますが、私は論文を書くということが仕

事の一部なんですけども、今、保育を見ていて、保育の質をどう評価す

るのかということが必ず問題の１つになってきて、論文とか本の問題の

１つになってきます。 

さっきの学童のこともそうですけども、頭数とか、資格で決まらない

ところをいかにどう高めていくのか。そこが実はとても重要ですし、逆

にいったら、魅力のあるまちというのは、いい保育ができているとか、

子どもの環境としていい環境があるということですので。それは、なか

なか最低線で決まることではありませんが。 

今日、話題になりましたように、現場の先生方ですとか、保護者の皆

さんであるとかのご意見はとても大事だと思いますので、ぜひそれを踏

まえて、質の良い保育・教育ができるまちになっていったらいいかなと

いうふうに思っております。 

今日は、お疲れさまでした。 

 


