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平成 26年度第９回柏原市子ども・子育て会議会議録 

開催日時 平成 27年２月２日（月）午後 2時 00分から 

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.案件 

１）小規模保育事業者選考部会の結果報告について 

２）利用者負担額について 

３）子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

４）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、 

中野委員、西委員、東森委員、福岡委員、藤宇委員 

【計 10人出席】 

（北畑委員、永野委員、西村委員、三木委員は欠席） 

事務局 
健康福祉部理事、こども政策課課長、課長補佐、主査 

社会教育課長補佐 

議事の内容 

事務局 お待たせしました。それでは定刻となりましたので、ただ今より第９

回柏原市子ども・子育て会議を開催いたします。 

会議の開催の前に、本日ご出席いただいています委員さんが９名でご

ざいます。委員 14 名中の９名となります。従いまして、過半数の出席

がございますので、本日の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、この後、会長、よろしくお願いいたします。 

 

谷向会長 いよいよ最後に近づいてまいりましたけれども、最後というのではな

くて、これからスタートを迎えるということで、今日はいろいろと皆さ

まのご意見をお聞かせ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。 

 

事務局 それでは案件の方に入らせていただきます。本日は案件が４件ござい

ます。一つ目、小規模保育事業者選考部会の結果報告について、二つ目

に利用者負担額について、三つ目に子ども・子育て支援事業計画（素案）
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について、４番でその他ということでご審議いただきたいと思います。 

まず一つ目の小規模保育事業者選考部会の結果報告についてという

ことで、前回、子ども・子育て会議で小規模保育事業者の選考部会を立

ち上げていただきまして、その部会が 12月 25日に開催されまして、選

考の結果をいただきました。その報告について、部会長の方からお願い

します。 

 

小松副会長 前回、前々回からの件についてはお話が出ていると思いますので、皆

さまご存じと思います。小規模保育事業ということで公募をかけられま

して、公募数は３件あったということでした。 

12 月 25 日に私も含めまして、この中から何名かの委員さんに部会と

いうことで選考作業に携わっていただきまして、いろいろな資料等を審

査した上で、ここにあります二つの事業者さんに部会として選定をいた

しましたので、ご報告いたします。 

 

事務局 ありがとうございます。今後、４月の開設予定に向けて、福祉指導監

査課というところが認可の手続きをする担当課になりますので、こちら

の方で今、認可申請の手続き中でございます。 

順当にいけば、４月から開設という流れで、０歳から２歳の子どもさ

んをこの二つの事業所で預かることができるという流れになっており

ます。 

一つ目の案件については以上です。ご質問等ございませんか。 

 

谷向会長 いずれも国分地区ということでしたけれども、応募があった３件とも

国分地区ということで、国分地区に新しく小規模が二つできるというこ

となっております。 

 

 それでは、第２案です。 

 

事務局 事務局説明 

 

谷向会長 今、ご説明がありましたけれども、委員の皆さまの方からご質問はあ

りますでしょうか。 

 

小松副会長 先ほどの年少扶養控除というのをもう少し説明してもらえませんで

しょうか。私、子どもはおりませんけども、分からないのですが、税金
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自体は変わらないけれども、みなしで、ということでしょうか。 

 

事務局 そうです。今の現時点の保育料も所得税に対しても、年少扶養控除と

いうのを税金ではみないのですが、保育料の算定のときはみさせていた

だいているので、それを外してしますと相対的に皆さん、基準が上がっ

てしまう、ということになります。 

 

事務局 22年か、23年だったと思うのですが、子ども手当というのができた。

今は児童手当に戻りましたが、以前政権がかわって子ども手当ができた

ときに、税金を控除するより現金を支給しようという「控除から手当へ」

という流れがあったので、子ども手当をつくる代わりに、年少扶養控除

というのがなくなったのです。 

 

小松副会長 今はオフィシャルな制度としてはないと。 

 

事務局 ないです。 

 

小松副会長 当時の表を使うというような感じの理解ですか。 

 

事務局 そのときも所得税で保育料を算定していたのですが、年少扶養控除が

なくなったので、基準となる所得税が上がる。その分は子ども手当をも

らうのですが、基準となる所得税が上がるので、同じ階層表に当てはめ

ると保育料が上がる人が出てくる。どうするかというと、制度として年

少扶養控除はなくなったけれども、あったものとして市町村で再計算し

てこの表に当てはめなさいという国の方針があったので、26年度もそう

ですが、年少扶養控除があったものとして、所得税を再計算して保育料

を決めている状態です。 

 

事務局 それで、所得税でしたら、０歳から 15歳までは 38万円控除かける人

数ですけれども、市町村民税に移しますとこれが 33 万円になります。

ですから、所得税のままスライドしたとしても、同額ではいかない。５

万円の控除分が低くなりますので、同じ階層にいるけれども、全然、所

得が変わらないのに控除している部分が1人について５万円が少なくな

りますから、それだけ税額の基準が上がるという形になりますので、今

回のような影響が出てきます。 
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谷向会長 ３歳以下のお子さんが、複数いらっしゃるご家庭は、かなり…。 

 

事務局 ３歳ではなくて、０歳から 15 歳と 16 歳から 18 歳、この２段階で、

０歳から 15歳までは 33万円。それ以上の方は 12万円です。 

 

谷向会長 子どもさんがいたら？ 

 

事務局 そうです、はい。 

 

谷向会長 本日、お示しいただいています保育料等が、ここで出ました意見と、

それからパブリックコメントで出ました意見と、両方をもって、今度、

議会に出されまして、そこで議決されるということだそうです。ですの

で、パブリックコメントとは違う観点から、ここでここなりのご意見を

お出しいただいて、それを議会でまた反映して考えていただくというこ

とが可能になります。ですので、委員の皆様からご意見をいただきたい

ということです。 

 

近藤委員 この右側のところの高くなる、安くなるというのは、例えばこのプラ

ス１の分だったら、８の人が７になるのも１だし、11 の人が 10になる

のも１でという意味なんですよね。 

 

事務局 安くなる方ですか。 

 

近藤委員 ええ、安くなる方。 

 

事務局 そうです、はい。 

 

近藤委員 そしたら、この控除が入っているという方法はすごくいいなと思った

んですけど、安くなる人が結構たくさんいることになりますよね。安く

なるのはとてもいいとは思うんですけど、この 5,000とか、6,000とか、

結構、８、９、10辺りはそんなにすごく安くしても大丈夫なのかなと思

ったり…。結構な割合で人がいるから、その辺が…。 

 

事務局 一番割合の多いところを見ていただきますと、３歳未満はかなり下が

っているんですけど、３歳、４歳、５歳については同じ階層の方が多い

んです。例えば、３歳児の８階層以上 11階層までは同じ値段です。 



5 

 

 

近藤委員 ３歳未満のところだったらという感じになると。 

 

事務局 はい。３歳未満だけが大きいんです。３歳未満の子どもさんたちで、

27年４月以降、新入所の方にはこれは適用いたしません。その在園児の

方、今現在、保育所を利用されている方で影響を受けられる方に、しか

も高くなる方だけ年少扶養控除を適用するということを考えておりま

す。 

 

近藤委員 そうなんですか。高くなる人だけに。 

 

事務局 そうです。 

 

近藤委員 じゃあ、ここに挙がっている 29.7％と 7.8％の人というのは、実際は

変わらないということなんですね。 

 

事務局 基本的には変わらない方が多いと思います。 

 

近藤委員 そうですか。 

 

事務局 はい。この高くなる、安くなるというところに示していないんですが、

例えば、真ん中の階層区分見直し後の案です。例えば、２階層上がられ

る方が今現在２Ｂの欄にいらっしゃるとします。900 円、600 円払って

いらっしゃる方が２階層上がりますと 8,500 円とかに、あるいは１万

1,000 円とかになってしまいます。本当にこれはもうすごい激変ですの

で、それを防ぎたいなと。 

近藤委員 なるほど。分かりました。 

 

小松副会長 もう１点、そしたら、お伺いしたいんですけど、今、国で幼児教育の

無償化に向けて議論があって、皆さんもニュース等で一部出たのでご存

じの方もおられると思いますけれども、当面はちょっと経済的にしんど

いお家からやっていくということですが、文部科学省なり、その関係機

関は非常にそれをある種やりたいということでやっています。 

それがもし、今後通っていった時には、この料金というのはどういう

ふうに変わっていくかという。分からないところでお答えいただくのは

難しいと思うんですが、もうこのままということなのか、国から新しい
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基準が下りてきた時には、もう１回これと同じ作業をされるのか、その

辺のちょっと方針というか、考え方をちょっと教えていただけたらと思

います。 

 

事務局 もちろん、幼児教育の無償化、これは今のところ 2020 年を目途にと

いうことを国は申しておりますが、基本的に 2020 年から開始しようと

思いますと、もう 2018 年あたりで一定の方向性が固まらないと国もで

きないのではないかなというふうに思っております。2018年で一定の方

向性が固まって、先行きが見えた時点で、やはりこれは見直すべきだな

というのは、市の担当者としては考えておりますが、今現時点でお答え

できるのはその程度です。どういうふうに見直すかと言われても、どう

いうふうな制度になるのかまったく読めませんので。 

 

小松副会長 例えば、来年度の予算でさらにちょっと何か認められましたという

…。今回は、もっと要求としては、たくさん出していたものがこのぐら

いでというような形で国のほうの予算が通ったと私は理解しているん

ですけれども。だから、あれが毎年予算折衝の中で徐々に変わるような

ことはないのでしょうか。その辺については何かありますか。 

 

事務局 それが国の動向ですので、われわれにはちょっと分かりかねますが、

一定、今回、27年度の文科省の予算配分を見ておりましても、やはり認

定こども園の方はどうしても進めたいなと思います。例えば、施設整備

の補助金であるとか、そういうのを予算取りとしておりますので、その

程度しかわれわれ動向としては読めません。 

 

小松副会長 例えば、可能性としては来年度もうちょっとお金が来ますよみたいな

ことになり得るわけでしょうか。 

 

事務局 恐らく、公定価格という部分では、この１号、２号、３号というのは、

もうあくまで、ご承知のとおり新制度での保育料というか、利用者負担

ですので、公定価格という分での上積みになってくるかなと。そうなっ

てきますと、利用者負担にどのような影響を与えるかというのは今のと

ころまったく想像がつきません。 

 

小松副会長 例えば、国から来るお金が増えましたと。でも、こちらは、もうこれ

で行くというような考え方ですか。 
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事務局 現時点では、今後３年間、市としまして１号認定に関しましては、こ

のように徐々に、市の目標としています総額で 70％というラインまで上

げていきたい。保育所に関しましては、年少扶養控除の経過措置を３年

間続けたい。現時点での方針はそうです。 

 

小松副会長 すみません。少ししつこくて申し訳ないんですけど、もう１回この表

を出してきて議論をするようなことがあるのか、ないのかということ

を。 

 

事務局 それは基本的にあると思います。 

 

小松副会長 あり得ますか。 

 

事務局 逆に、なければおかしいかなと。国の方針が、おっしゃるように５歳

児の無償化に向かっている。５歳児を無償化した時に、じゃあ、０歳か

ら４歳まではどうしたらいいという議論が必ず起こってきますから、そ

れに合わせてやはり市としても見直しをしないといけない。ただ、今後

３年間、現時点では、こういう形でいきますよというのをお示ししたの

がこれであって、それが２年後に変わるのか、あるいはもう３年そのま

ま終わってしまって、５年後に変わるのか、現時点ではちょっと分かり

かねます。 

 

谷向会長 パブリックコメントの方もご覧になっていただきまして、委員の皆様

から同様の意見などがありましたら、またお出しいただきたいと思いま

す。 

小松副会長 すみません。私ばかりしゃべって申し訳ないんですけども、パブリッ

クコメントの実施結果に対する市の考え方というのがいくつか出てい

ます。これはもう答えとしてどこかに出ているものがありますか。 

 

事務局 今日、明日ぐらいにホームページにアップしようと思っております。 

 

小松副会長 じゃあ、これは、一般にご覧になれるものということですね。 

 

事務局 そうです、はい。 
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小松副会長 例えば、７番のようなご意見があるわけです。設備面とかをやはりと

いうことだと思うんですけれども、何というふうにお伺いしたらいいの

か分からないんですけれど、やはりこども園のことも含めて、その設備

を、設備だけで保育ができるわけではないのですが、設備も含めて保育

内容の充実ということを一応、市として検討されるというようなことな

んだと思うんですが、ちょっと言い方が非常によくないんですけど、本

当に設備面を検討されるという考えでよろしいんでしょうか。 

 

事務局 ここに書いてあるとおりです。 

 

小松副会長 検討されるということですね。 

 

事務局 そうですね。総合的にですが。 

 

小松副会長 例えば、具体的に検討するというのは、こういう場合には、市で検討

するという時には、実際に建て替えるとかいうことはないにしても、ど

んな作業をして検討したということになるのかというのを、例えばで結

構なんですが。 

 

事務局 具体的な例を申し上げますと、それが例えばこの会議の委員さんの中

で、そうなるもんだというふうにとられましても、今の私の立場で、私

の口からそういう具体的な例はちょっと非常に申し上げにくいんです

が、ここに書いていますとおり、公立幼稚園、もちろん公立保育所もで

すが、どちらも非常に老朽化しているというのは、これはもう市として

は十分認識しておりますので、今後それらの施設を使って、柏原市を総

合的に考えて、公立の幼児教育、幼児保育をどうするかというのも総合

的に考えて、必要であれば施設改修も行わないといけないということで

す。 

 

小松副会長 例えば、耐震調査はもう市ではされているのですか。 

 

事務局 保育所は法的に必要な園舎は全部耐震調査は済んでいます。 

 

小松副会長 幼稚園についてはどうですか。 

 

事務局 まだです。 
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小松副会長 私ども、例えば附属学校とかはそれはかなり重要として、国も耐震と

いうことについては非常に積極的なんですが、その辺のことについて、

明日、地震が起こるかもしれないわけで、調査をされたりとかっていう

ようなことというのはお考えではないでしょうか。 

 

事務局 何度も申し上げますが、具体的に耐震とか、あるいはプールをどうす

るとか、そういうふうなことは今ちょっとここでは申し上げられないと

思います。それぞれ老朽化している施設をどのように利用していくかに

よって、どのように施設改修が必要になるのか。もちろんそれは耐震も

含めてですが。耐震工事をしていない施設を利用するのであれば、耐震

工事も必要ではありましょうけれども、すでに耐震工事を行っている施

設であれば耐震工事は不必要かなと。 

 

事務局 耐震改修促進法で２階以上 500㎡という基準がありまして、保育所に

ついては２階以上で 500㎡ある分についてはもう耐震診断が済んでいま

す。必要があるところは耐震工事も済んでいます。公立の幼稚園はすべ

て平屋ですので、必ず耐震診断をしないといけないという法的な縛りの

中には入ってこないです。かといって、やらないでいいというわけでは

ないと思いますので、その辺も含めて総合的に検討するということで

す。 

 

谷向会長 私のほうから一つお聞きしていいでしょうか。柏原市は、保育料の階

層表がすごく細かいというふうなことをお聞きしたことがあるような

気がするんですけれども、その辺は他市と比べてどういうような状況に

なっていますでしょうか。 

 

事務局 国基準が８段階になっています。これは、保護者会とか、そういうと

ころの要望もございまして、４年ぐらい前にはまだ 10 階層だったのを

15階層に増やしました。近隣を見ましても、大体、国基準よりもかなり

細分化して、国基準の８段階ですとこの１階層上がった時は上りがかな

り大きいですので、極力細分化して上がりが少なくなるような階層にす

るところが多いです。15 とか、13 とか、12 階層ぐらいです。大体、近

隣で見ますと、15までかなと思います。 

 

谷向会長 それで、先ほどの 70％、国の総額のうち 70％と。70％も大体、他市
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と同じぐらいですか。 

 

事務局 そうですね。どこの市とも大体 65から 70ちょっとぐらいです。例え

ば、東大阪だったら今、72.5とはっきり出しています。 

 

谷向会長 かなり見直しをされて、先ほどご発言があったみたいに、市のほうの

負担が増える、若干増えるということですか。 

 

事務局 その影響も極力少ない方法というのが可能です。基本的に、保育所も、

つまり１号認定も、２号、３号認定も国基準の総額で 70％前後と。この

バランスをとるということを基本的な考え方に書かせていただいてい

ますので、それを崩さないということを前提としました。 

 

谷向会長 大変保護者の負担が減るということはありがたいというか、市として

すごく努力されているというようなふうに考えられると思うんですけ

れども、また目に見えないところでプラスαの経費をかける。例えば、

質的な部分に人件費をかけるとかって、そういうような予算の使い方と

いうところでも、今後充実させていっていただきたいなというふうには

考えますけれども。 

ほかいかがでしょうか。 

どうぞ。 

 

西委員 説明会なんですけれども、どのぐらいの人数の方が関わられましたで

しょうか。 

 

事務局 全部で 14名です。 

 

西委員 14名ですか。 

 

事務局 はい。 

 

西委員 その時の説明会意見としては４名の方がいるということですね。 

 

事務局 はい。 

 

西委員 それは、幼稚園関係、保育所関係、それの関係ですね。 
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事務局 申し上げますと、今回、２号、３号認定に関する意見は１件もござい

ませんでした。 

 

西委員 あと、こういうふうにするということは少しお話しされたとか、そう

いうのはまったくなく、まったく向こうからの、初めのこの書かれてい

る書面どおりのことを説明してということですよね。 

 

事務局 そうです、はい。パブリックコメントという形で公募しておりますの

で、説明会に来られた方に対してご意見をいただいて、それにその場で

お答えするというのはちょっとルール違反になりますので、お答えは後

日ということです。 

 

西委員 後日ということですね。 

 

事務局 はい。 

 

近藤委員 この幼稚園の方なんですけど、前に示されていたように徐々な上がり

で、なかなかこれだったら納得できるんじゃないかなと思うんです。第

２子は半額になるから、今まで 7,500円で第２子が 4,167円になったと

ころもこれは安くなりますよね。 

 

事務局 はい。 

 

近藤委員 全体としてこれなら納得できるかな、しょうがないかなという、みん

な納得してくれるんじゃないかなと思います。 

 

中野委員 すごい根本的なことを聞く形になっちゃうかもしれないんですけど、

柏原市は、公立の幼稚園、私立の幼稚園、認定こども園、公立の保育所、

私立の保育所という形でずっとやっていくという方向なんですかね。そ

れを、もしかしたら公立とか、保育所とか、幼稚園を認定こども園の中

に入れてしまうとか、統一していく…。 

 

事務局 市の考え方は、以前、ここの会議でも出させていただきましたガイド

ライン、今後５年間の中期計画ですけども、あちらのほうで示させてい

ただいたとおりです。いわゆる適正規模を満たさない公立幼稚園につき
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ましては、今後、統廃合を考えて規模を満たすようにしていく。あとは、

保育所に関しましては、民間の活力を利用しまして民営化を進めてい

く。その中でも、やはり公立の幼児教育、保育を残すためには幼保一体

化の認定こども園を進めていくと。こういう３本のラインを書かせてい

ただいた表です。 

中野委員 公立は、基本認定こども園に移していく形で。 

 

事務局 現時点ではそう考えておりますが、今後、公立幼稚園のほうが、例え

ば児童数など、市内の子どもさんの数が増えて、これは喜ばしいことな

んですけども、園児さんが増えて、適正規模を満たして、そのまま維持

運営という可能性もあります。 

 

中野委員 まだそこら辺はちょっと。 

 

事務局 そうですね。それこそ本当に全市的に。例えば、柏原一つの圏域にし

ておりますが、現実問題として法善寺に例えば待機児童なりがたくさん

出ているのに、国分の保育所を使ってくださいというわけにはいきませ

んし、国分の認定こども園へ行ってくださいというわけにもいきません

ので、その辺りもちょっとバランスよく考えて、全市的にどこにどんな

ものをつくっていけば皆さんいろんな選択肢、つまり幼児教育も受けら

れる、保育も受けられるという、いろんな選択肢を保護者の方に選んで

いただけるのかなというのを考えてやっていかないといけないという

ふうに思っています。 

 

中野委員 ありがとうございます。 

 

谷向会長 この会議のほうでは、この移行が緩やかで、比較的受け入れていただ

きやすいのではないかというご意見が出ましたけれども、そういうよう

なご意見でよろしいでしょうか。 

何かほかの意見はございますか。 

 

小松副会長 先ほども委員からありましたように、いろいろな意見を配慮して、考

慮はしていただいたということが見てとれるんですが、一方で、やはり

あと５年ほど経つと、一番高い方は３倍弱のご負担になるということで

す。その方々がそれなりにおられます。 

やはり、そうなってきた時にどう考えるかなのです。お金に見合うと
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いうとちょっとあれですけども、魅力なりというものとか、あとは、別

に公立幼稚園に限らない話だと思うんですが、やはり子どもを育てるの

にいいところであるという認識をやはり持っていただかないといけな

いだろうということが一つです。 

うまく申し上げられないんですけど、前々回か、９月ぐらいの会議で

お話しさせていただいたと思うんですが、小さい子どもたちの教育にお

金をかけることが大事だというのは、日本の国内でもある程度、国レベ

ルで共有されていますし、諸外国でも共有されていて、繰り返しになる

ので大変恐縮なんですが、結果がやはり 10年、20年、30年してから出

てくるものであるというふうに言われています。 

今、ここでお金が多少浮いてよかったとか、効率的になったと。それ

はそれでもしかしたら望ましいのかもしれないんですが、よく考えてい

かないと、そのしっぺ返しが 20年後、30 年後に町なり、大阪府なりの

状況としてやはり返ってくるというような理解をしていいんだと思い

ます。ですので、一つは、やはりさらに負担を軽減、もしできるのであ

れば、それはご考慮はいただきたということと、それからこれでいくと

した時に、やはり負担に見合った成果というか、それは、一つは、前回

も申し上げた、例えば小学校との連携がとてもうまくいくですとか、特

別なニーズがある子どもたちに合わせた保育がしっかりできているで

すとか。でも、特別なニーズのある子どもたちだけ何とかしておけばい

いかといったら、それはそうではなくて、やはり共生社会というのは、

いろんな子どもたちがやっていけるところですから、特別な支援だけや

っていればいいというものではないと思います。ですので、その辺は、

時間をかけて、ご検討いただく必要があるかなと。 

例えば、道をつくりましたというと、新しく広い道をつくったら、や

はり便利になったのがもう目に見えて、すぐにお店とか、工場はできな

いかもしれないですけど、目に見えて結果が分かるんです。だけど、特

に幼児教育というのは、今、例えば、クオリティが悪いところに行って

いても、いいクオリティのところに行っていても、多分、今日も、明日

も子どもたちはそれなりに機嫌よく帰ってくるだろうと。 

今の日本の保育の中で言えば、多分、そんなにこっちの子どもは、機

嫌が悪いというか、調子が悪くて、こっちの子はすごく調子がいいとい

うふうにはならないと思います。ただ、それがやはり何十年後かにその

子たちの人生にかかわってくるところがあるので、というふうに言われ

ていますので、経済的な負担のこともそうですし、あとは、内容につい

てやはりしっかりご考慮いただく必要があるなということだけは、ちょ
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っと申し上げさせていただけたらなと思います。 

 

福岡委員 私も、今の小松先生のご意見にはすごく賛同で、やはり保育料、公立

の幼稚園に関しては特に上がる方が多いと思います。ですから、金額と

いうよりもやはりこれから先の教育内容の見直しというところをしっ

かりと、形が変わっていく中で、やはりその中で質のいいものをつくり

上げていくという。 

変化する時だからこそいいふうに変わっていけるのかなと思うので、

その部分をしっかりと今の現場の保護者の方の意見であるとか、先生

方、または行政の方とか、皆さんの力を合わせていただいて、先の先を

見通して子どもたちのためになるような教育を充実させていただきた

いなと思います。 

また、子どもの教育は、やはり家庭もすごく大事だと思うので、保護

者も交えて、一緒になって子育てできるような柏原市になってほしいな

と思います。預けて安心ではなく、預けて親も先生方と一緒に子育てし

ていくという、その気持ちが芽生えるような教育のやり方を柏原市とし

て考えていっていただきたいなというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

 

藤宇委員 今の保育所で勤務されている保育士の先生と、幼稚園の先生と一緒に

研修されたりという機会も、これからまた増えていくと思うんですけれ

ども、お互いのよいところを伸ばしていけるような研修を深めていって

いただき、今後、お母さん、お父さんが安心して預けられて、また「今

までと少し違ったことを教えてもらえてよかったね」とか、幼稚園でも

保育園の仕方もあったんだということを気づけるような中身をもっと

大事に思ってほしいなと思っています。そのためには、やはり先生にも

ゆとりがないとだめですので、今、変わられてすぐはいろいろ一緒にや

っていかれる中で、大変で、いろいろ思っている方針とか、気質とか保

育園の先生で違うと思うんですが、そこら辺も円滑にうまくぎくしゃく

しないように、ちょっとゆとりをもって研修などを組まれるようなシス

テムになったらいいなと思います。今、先生たちも不安な時期ではない

かと思いますので、その辺も考慮していただいて研修なりを深めていっ

ていただけたらありがたいと思っています。 

 

谷向会長 

 

今のご意見に何か補足はありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 
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時代が本当に変わっていますので、もう幼稚園がいい、保育園がいい

という時代では、そういうふうな二分化する考え方が望ましいというわ

けではなくなってきたと思います。ですので、こども園というものは、

幼稚園のいいところ、保育園のいいところを合わせて新しい子どもため

の幼児保育の場をつくっていくということになると思います。 

そこはもう、公立の保育所の先生も、幼稚園の先生も、それから私立

の保育園、幼稚園の先生方も一同に力を合わせながら柏原市らしい独自

の、いいこども園をつくる。こども園だけではありませんけれども、い

い幼児のための施設を、教育施設をつくっていく必要があるのではない

かなというふうに思います。 

ほかに何かご意見はいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

 

田中委員 今、保育所と幼稚園のお話がありましたけれども、保育所の子どもた

ちの預かる時間が非常に長いです。病院なんかでも看護師さんの早番と

遅番があって、途中で引き継ぎがあると。保育所も途中で早番と遅番が

あって、真ん中の通常勤務があって。そこのつなぎがあって、保育所で

は、子どもたちが寝ている間にお手帳を書いて、その日に子どもたちに

持って帰らせます。 

同じそのことを幼稚園サイドに保護者から要望されて、毎日お手帳を

書いて、子どもに持って帰らせてくださいと。幼稚園の先生は、ずっと

午睡がなくてやりますので書く時間がない。その辺の認識は今ちょっと

難しいし、預かる時間が長くなれば、認定こども園でも１号はいけても

２号、３号同時に預かっておれば、それはちょっともう難しいとかいう

のがある。 

だから、親の、保護者の意識もだいぶ変えていかないと、その２つの

機関、認定こども園も含めた３つの機関は、ちょっとなかなかついてい

きにくいところはあると思います。本来の趣旨がどこにあるかというこ

となので、幼稚園はインフルエンザがあれば学級閉鎖してしまう。保育

所のことはよく分かりませんけども、インフルエンザの子どもは休みま

すけども全体を学級閉鎖することはできない。その辺のところもちょっ

とまたこれから考えていかないといけない。今年のようにもう本当イン

フルエンザがきつくなってきますと、すぐに 40 度出てしまうとどうす

るのか。だから、病後の病児保育の観点もまた出てくるでしょうし。お

母さんが働かれるということになってくると、その辺のところも付随し

て出てきますので、それがこれからは行政も難しいなと。 
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「そんなに長いこと休めないわ」といって保護者は漏らしておられる

そうですけども、そのうちお母さんもなったりするので、その辺のとこ

ろの解決をしていかないと認定こども園というのはなかなか行かせら

れないかなと。そんなふうに思います。 

保育所の先生と幼稚園の先生と、そしたら両方どちらともいけるのか

といえば、それぞれ得手があります。やはり、保育所の人はその辺の子

どもと接していることはいい。だけども、小さい時からピアノでも習っ

ておれば、お絵かきでも、絵画教室をやってくれば、子どもたちにあん

なのしてあげたいというのがあるので、それもまたそれぞれ得手の施設

が生まれてくるようにこれから先には思います。だから、いっしょくた

に考えてしまうのも…。あと親が、保護者がどこの施設を気にいってい

るのか。役所のほうが、この子を入れてあげてと言われても、保護者は

その施設を思っておられるのか、思っておられないのか。 

話がずれてしまいましたけど、その辺のところの保護者の気持ちを尊

重していくのには、第一希望、第二希望とかいうのをまたその保護者に

聞いてみないと分からないかなと。 

子どもを預かる立場としては、今そんな矛盾を感じているということ

だけをお話しします。 

 

谷向会長 ありがとうございます。 

ひととおりこれで、子ども会議のほうからの意見ということで、報告

をまとめさせてもよろしいでしょうか。 

 

事務局 

 

 

 

申し訳ございません。この資料ですが、これはまだ、たたき台ですの

で、本日は回収をさせていただきます。上の「各位」と書いてあるもの

はホームページでご覧になることができます。 

谷向会長 それでは、続きまして、第３の方に入ります。 

 

事務局 事務局説明 

 

中野委員 こども課は子ども未来部になるみたいな形ですか。 

 

事務局 健康福祉部の子育て支援課とこども政策課と２つがあるのです。その

健康福祉部から独立して、こども未来部ができます。 
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中野委員 

 

新しくできる？ 統合されるわけ… 

事務局 

 

小松副会長 

ではないですね。新設ですね。 

 

ここの中に何とか課が出てきますが、これは変わらないのですか。 

 

事務局 前回の計画にしましても、前年の３月に発行して、４月からの５ヶ年

の計画という形になりますので、中に載せる課の名前についても、担当

課についてもここはどうしても現行の課の名前になってしまいます。例

えば、放課後児童会のことは、計画の中では社会教育課になっておりま

すが、４月以降は子ども未来部の中の担当課になるんです。ここはどう

しても現行の課になってしまうのかなというところです。 

 

小松副会長 通常、市役所ではそういうふうな言い方ですけど、そういうやり方を

されると…。 

 

事務局 機構そのものが、部は条例なんです。ですから、その条例が決まって、

その後、規則というので課の名前である、あるいは係の名称である、仕

事の分担であるというのを３月中に決めますので、発足、条例は４月１

日からですので、３月の時点で新しい部の名前を使うということはでき

ないんです。 

 

田中委員 事務局としては子どもの年代はどのくらいの幅で考えられているの

でしょうか。 ０歳は決まっているんですけれども、上は何歳ぐらいを

思いながら、この５つの提案をされているんでしょうか。僕としては、

ものすごく優しすぎるような文字で、元気にならないかなという気がし

ているので…。この中で一番元気なのは「ほっと」なのかなと思ってい

るんですけども、「ほっと」をもう少し、熱い文字にしていただきたい

なと。 

 

事務局 今までの計画は、「子育てほっとプラン」という名前を使っていまし

たので、その次世代法に基づく計画で、「ほっとプラン１」と「ほっと

プラン２」になっていたんですが、策定の根拠も変わりますので、「ほ

っとプラン３」にするか、機構改革に伴って部の名前をつけるか、とい

うところです。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局としてもこれでないと、という捉え方は全くございません。堅

苦しいお役所言葉ではなく、柏原市の今後の５カ年の計画、「こういう

プランでいきますよ」ということで、とっつきやすい、委員さんがおっ

しゃっていたように元気の出るようなとか、親しみの持てるような、そ

ういうタイトル、サブタイトルをつけていただければ、ということです。

これにしてほしいというものでもないですし、皆さんのアイデアで、「本

当に柏原市の５カ年、子どものための、子育てのための５カ年計画、こ

ういうタイトルがいいよね」というのがあれば、皆さんのご意見を募っ

た上で、最終的には事務局で決めさせていただければということです。

元気の出るような親しみの持てるようなアイデアがありましたら、頂戴

できればと思います。 

 

事務局 中身のところで１点だけよろしいですか。最初に案件１のときに、小

松先生の方から小規模の選定結果をお知らせいただきましたが、この定

員でいうと合計で 31名になります。計画の中で資料３の 69ページ、（３）

の３号認定で、量の見込み、確保の内容、地域型保育事業というところ

に小規模保育はあたります。ここが 27 年度で 10、28 年度で 20 となっ

ておりますが、計画策定の段階ではこうでしたけれども、公募をかけた

結果、３つできました。募集のときには２施設程度ということでさせて

いただいております。ただ、28年度に地域型を作ったとしてもまだ、マ

イナス 31というのが出ていますので、ここは計画では 20ですが、確保

の策として、前倒しで待機児童の解消に向けて計画よりも多めに認可し

ていくというような方向で考えておりますので、ここの計画の 10、20

という数字とは合いませんが、そういう理由で今回 31 にさせていただ

いておりますので、そこの部分だけご了承いただきたいと思います。 

 

谷向会長 ここも書き換えられるということですか。 

 

事務局 いいえ、かなり前にご審議いただいて、これでということでいただい

ていますので． 

 

谷向会長 こちらはこのままで？  

 

事務局 特に今は、直そうとは考えておりません。 

 

谷向会長 実質待機児がいなくなるということで。 
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事務局 ここが 31になってもまだ 28年度はマイナスが出てくると思いますの

で、この小規模を２つをやって、待機児童なしですよ、という考え方で

はございません。 

 

谷向会長 何か元気の出そうな名前が今、ありますでしょうか。子ども未来部の

方はもう、確定しているということです。そこにホットを付け加えるか、

元気を付け加えるか、いろいろあると思います。また、ご意見を寄せて

いただきますように、よろしくお願いいたします。 

 

小松副会長 これはもう、確定にしてしまいますか。 

 

事務局 はい、今のところ。 

 

小松副会長 以前から気になっている 44ページの 21番のところです。これは何の

ことが書いてあるのかが分からない。21番の内容ですけれども、学校教

育のさまざまな運営、「中学校区を意識した組織の再編等を行い」と書

いてあり、何についてこれは再編するのかというのが分からない。 

 

事務局 これは地域とつなぐというところなので、おそらく健全育成会という

のが、小学校とか中学校区ごとに地域のボランティアの方を中心に子ど

もを地域で育てる、地域で見守っていく、というような組織を作ってい

ただいています。中学校のそういう組織と小学校の組織をバラバラにせ

ずに一体的に取り組んでいくという意味かと理解していますが、その

辺、もう少し分かりやすく…。 

 

小松副会長 そうですね、そうしていただくように。 

 

事務局 検討してもらいます。 

 

小松副会長 お願いします。 

 

田中委員 八尾でも今まで中学校の下に小学校があり、保育所、幼稚園があると

いうそのような組織の考え方を今まで持たれて進めてこられたんです

けれども、最近また、様子が変わってきまして、各地区に公民館なり、

コミュニティセンターとかございます。そこの下にそういう組織をまた
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入れていこう。なぜかというと、震災があるときにコミュニティーが非

常に力を発揮していると。だから、今まで中学校を基準に考えてこられ

たのが、最近、そういうコミュニティセンター、公民館があるから、何

かそういうものの必要性が特にうたわれてきているのかなと。何かその

辺のところがこれから必要みたいですね。だから、東北のときでも、神

戸のときでもそういうふうな感じが、叫ばれているようでございます。 

僕としては、先ほどのプランの名前は、会長さんがおっしゃった「元

気」もいいかなと。でも、さっきお話した「いきいき」もいいかなと。

何かちょっと皆さん、特に女性の人、直感で何がいいのか、一度言って

みるのもいいのかなと。 

 

事務局 いきいき計画はあるんです。 

 

事務局 高齢者の計画が「いきいき元気計画」というのが…。 

 

田中委員 取られていますか。 

 

事務局 はい、策定委員会も。 

 

事務局 使用済みです。 

 

田中委員 「いきいき」を消しましょうか。 

 

事務局 「元気も」「いきいき元気計画」 

 

田中委員 「いきいき」「元気」、２つも欲張っていますね。２つとも駄目なのか。 

 

事務局 僕らのイメージで言ったら、「いきいき」とか「元気」とかは高齢者

の計画…。 

 

田中委員 そうですか。そっちの方へ行くんですか。 

 

事務局 あと、「健康かしわら 21」というのが健康計画である。 

 

田中委員 それも年寄りくさいですね。 
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事務局 こういうのはお集まりいただいた方に、僕らにないアイデアがあれ

ば。 

 

西委員 「すくすく」とか「のびのび」とか、そんなですか。 

 

田中委員 何か男性でもネクタイをちょっと赤系にすると、１日元気になるとか

いうのを聞きますから、女性も年齢を言い換えたら、その分だけ服装が

明るくなるというのがありますから…。 

「子ども」という名前を出さないで「柏原市」、そこをやはり…。 

 

谷向会長 ちょうど子ども未来部が開設されるということであれば、「子ども未

来」もひとつ、いい区切りで。「子育て」から「子ども」という、子ど

もに主体が変わったかなということを感じましたけれど。そこに何か

「すくすく」とか「ゴーゴー」とか何か付けるとか。 

 

田中委員  だけど「子ども」があったら「元気」でもいいんですよね。 

 

谷向会長 そうしましたら、ファクスで皆さんの意見を寄せていただくようにい

たしましょう。すみませんが、よろしくお願いいたします。 

今後の子ども未来部は保育所関連、保育の方と、それから幼児教育の

方も子ども未来部に入るということで理解してよろしいでしょうか。 

 

事務局 それは今、検討中です。 

 

谷向会長 検討中ということになりますか。 

 

事務局 はい。教育委員会で今、検討しております。 

 

谷向会長 将来的にはこども園も入ると。 

 

事務局 そうです。あとは子育て支援事業全般、給付事業ですね。いわゆる児

童手当とか、児童扶養手当とか、その辺の給付事業。あとは放課後児童

会。 

 

谷向会長 生まれてから放課後児童も入りますから、小学生までですね。 
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事務局 はい。基本的に子ども医療も持ちますので、今のところ、中学校卒業

15歳まで入院は無料にしておりますから、そこらも含めますと、逆に中

学校卒業までということになります。 

 

谷向会長 子どもを大切に考えていこうという表れというふうに捉えてよろし

いんでしょうかね。 

 

事務局 はい。 

 

藤宇委員 すみません。ちょっとよろしいですか。私の知り合いの小学生がおら

れるお母さんとお話をしていて、いくつか質問を預かってきたので、か

まいませんか。 

小学校の放課後児童会が３年生までなのが６年生までに上がるとい

うことが今月の広報に載っていました。それが４月に施行されるという

ことです。それで、放課後児童会費というか、保育費を多分、徴収され

ていると思うんですけれども、それが１年生から６年生まで一定額、特

にそのことは明記されていなかったので、多分同じ値段なんだと思うん

ですけれどもということなんですが、保育時間が若干、２年生が児童会

に来られるのと、６年生が６時間終わって来られるのと、変わってくる

と思うんですけれども、その辺の変化はありませんかというところがま

ず１点です。 

その方はパブリックコメントに書けなかったとおっしゃっているん

ですけれども、高学年になったら、塾やおうちでいろいろ用事があって、

１週間５日間とも児童会に行かせることはできないけれども、お母さ

ん、お父さんが就業されていて、やはりちょっと児童会に保育というか、

安全面を考えて、学校に預けたいとおっしゃっている方で、そういう方

はどれぐらい許容されるのかというのを、今まで児童会を利用されたこ

とがないので、質問をしてきてほしいということだったんです。 

それからもう一つ、６年生のお子さんのお母さんですけれども、長期

の休みのとき限定の短期の保育事業という計画はありませんかという

ことです。以上の３点ですが、答えられる範囲で結構ですので、お聞か

せいただけますか。 

 

事務局 すみません。社会教育課の吉田と申します。 

 

藤宇委員 すみません。お願いします。 
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事務局 まず１点目、いわゆる保育料と言わせてもらいますが、保育料につき

ましては特に変更が出ておりません。ですので、１年生も６年生も同じ

保育料ということで現在は考えております。 

２点目は何でしたか。 

 

事務局 入会資格の要件。 

 

事務局 習い事等があって、週１、２回しか行かせられないがそれは構わない

かということですね。 

入会資格に関しましては、両親の就労状況とか、保育所と同じなんで

すね。保育に欠けていることが要件ですので、子どもさんが週何回、塾

や習い事に行こうが、そこは要件的には影響しません。例え週２回しか

参加しなくても、ご両親が勤めておられて、家庭での保育が困難である

ということが認定されれば、入っていただくことはできます。ただし、

果たして本当にそれが必要なのかということを、やはりもう一度、よく

ご家庭で考えていただきたいということですね。 

３点目が夏休みだけとかの短期の事業はないかということですね。こ

れはもうちょっと学齢が低い子でも、夏休みだけ入りたいという子もい

らっしゃるんですが、夏休みだけという受け付けはしていないんです

ね。これも先ほど申し上げたように、ご両親の要件、就労状況等を勘案

させていただいて、必要であれば、夏休みであろうが、平日であろうが、

受け入れをいたします。「夏休みだけ預かってほしい」と言われると「そ

ういう事業をやっていません」というお答えになるんですが、夏休み前

にお申し込みいただければ、それで要件が合致していれば、お預かりす

ることができるというお答えになるかと思います。 

 

藤宇委員 分かりました。どうもありがとうございます。 

 

小松副会長 ちょっとまた細かいところなんですが、今回のこの計画と、多分、前

回頂いたもの、もしかしたらその前かもしれないんですが、少し変わっ

ているところがあるかなと思うんです。 

 

事務局 細かい事業の内容のところ？ 41ページの１番ですね。 

 

小松副会長 １番は何か、他と重なっているから。 
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事務局 幼児教育の充実というところ。同じような内容が書かれていたので、

そこは統一しています。 

 

小松副会長 あと以前の５番の低年齢児保育で。 

 

事務局 低年齢児保育も、１番の認可保育所の整備というところとほぼ同じよ

うな文言になっておりますので、低年齢児保育も含めて、１番の「認可

保育所の適切な整備」というところに統一しております。 

 

小松副会長 分かりました。ありがとうございます。 

 

事務局 あと句読点や、国語的に「てにをは」が抜けているとか、そのあたり。

事業の中で同じようなことを言っているというのは、一定精査しており

ます。ただ、内容については大きく変えているものではございません。 

 

田中委員 いいですか。図書館でしたら、授業が終わって、図書館へ行ったら、

学習のスペースがあって、別にものを調べに行くというのではないです

けれども、そういう環境の下に図書館があります。柏原市でしたら、文

化センターも図書館がありますが、ああいう図書館、学童に代わるよう

な、両親が働いていないとそこに入れないとか、そういう縛りではない

ところが図書館でいけますよね。ああいうものは学校の施設か、あるい

は民間で借り上げて、そういう場所をつくってあげるとか、何かそうい

う場所の提供はないものなんでしょうかね。 

 

事務局 別の事業として居場所づくりということで、放課後児童会ではなく、

柏原市でもボランティアの方々にやっていただいているんですけれど

も、それも月１回土曜日だけの開催とか、そういう形になり、国の方は

それを進めたいという思いはあるのですが、なかなか…。 

 

田中委員 空き家利用とか。 

 

事務局 今は学校を使って、ボランティアの方に、保育要件があろうがなかろ

うが、地域のコミュニティーの中で子育てをしましょうということで

「放課後子ども教室」というのもあります。それが月曜から土曜まで毎

日できるのか。これはお仕事ではないので、そこまで受け入れ体制は整
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えられていない。これは柏原市だけではなくて、全国的な現状かと思い

ます。 

本当に一番いいのは、別にそこで入会の資格があって「あなたは入れ

ます」「あなたは入れません」ということで保育をしている。いや、そ

うではなくて、「地域全体でどんな子でも地域で面倒を見よう、おなか

が減って、晩ご飯までいられる居場所があればいい」という発想は皆あ

るんですけれども、じゃあ、誰がするの、それだけのキャパを受け入れ

られるのということで、放課後児童会というのは事業ですから、そこと

の境目がないのが理想なんですけれども、現実には今、そうはいってい

ない形ですね。 

 

田中委員 子どもたちが登下校のときに、黄色い旗を持って案内をしていただい

ている方がいらっしゃいますね。別にあれは有償でされているわけでは

ないような気がしているんですけれども、何かそうしてあげれば、今、

片方で、学校の中で、施設を使うということになってくると、いろいろ

な難しい問題があるかもしれませんけれども、一度、国分と柏原で一つ

ずつでも募集をして、何かそんなものもあってもいいかなと思うんで

す。 

 

事務局 そこの理想に近づける努力というのがこれから必要かと思います。 

 

田中委員 少しやってみて、また駄目だったら、引っ込めてしまったら。出し入

れしないことには、前へ行けないような気がするんですよね。 

 

事務局 放課後児童会というのは、本当に保育所の小学校版というか、入会の

資格がありますので。 

 

田中委員 何も私はそれを押していこうというのではなくて、何か人の善意で

皆、応えてくれる人もいるような気がするので、それもまたプランの中

でね。役所がやるといったら大変かもしれませんけれども、第三者がや

っていくということならば、あってもいいかなと思います。 

 

事務局 柏原市ではそれを「のびのびルーム」ということで、放課後子ども教

室のような、10年ぐらい前に手掛けて、地域の方々でやっていただいて

います。すごく好評なんですけれども、やはり毎日できるのかというと、

なかなかできないという現状です。 
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田中委員 お年寄りの人に門番してもらうとか。それが難しいのですか。 

 

事務局 お年寄りの方もありますし、青少年指導員さんとかに土曜日、学校を

開けて、学校施設を利用して、地域の方にも昔の手遊びをやってもらっ

たりとか。 

 

田中委員 いや、そんなことはしないで、勉強する場所だけ。長机さえあったら、

それでいいような気がするんです。それは教えるとか、遊ばすとかでは

なく。 

 

事務局 場所の提供ということですか。 

 

田中委員 そう。本当に勉強したい子はいっぱいいるんです。図書館もきっとい

っぱいじゃないかと思うんですね。 

 

事務局 そこは場所の問題もありますので。 

 

藤宇委員 何か藤井寺の方でしたら、例えばアイセル・シュラホールみたいに児

童館みたいな感じで、ちょっとトランプとかも置いてあって、子どもた

ちが集まれる場所があるから、下手にお店のゲームコーナーに行ったり

する必要がなくなって、ある程度、親御さんも安心して「ちょっと児童

館行ってくるわ」みたいな感じで見送っていらっしゃるみたいなんで

す。なかなか柏原はそういう借りられる場所を探すのが難しいのかなと

思って、私もいろいろ、そうなったらいいなと思います。 

思いつくのは本当に図書館の４階とか。図書館の中ではやはり静かに

しなければいけないというのがあるから、あまりお友だち同士、わいわ

いと騒ぐのも迷惑がかかるかなと思うので、難しいかなと思うんですけ

れども、そういう場所があったら、本当に子どもたちはそこで集まって、

こんな冬のときでも、ちょっとトランプをしたりとか、ちょっとお話を

したりとか。 

 

田中委員 僕の言っているのは遊びじゃないんですよ。学習する図書館のような

ものをつくってあげていただいたらいいなと。 

 

谷向会長 10年前にできたのは、もう継続していないんですか。 
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事務局 やっています。やっていただいているという、市からの立場ですが、

熱心にやっていただいています。ただ、頻度からいうと、いつでもやっ

ているというような充実の度合いはないかなと。 

 

西委員 なかなか地域で温度差がありますしね。やってあげている、来て、用

意して、全てこうしてやってあげているという、やはりやっていただい

ている方にも負担がかかってきていると思うんです。 

そうではなくて、本当に子どもたちが喜んで参加はしてくれているん

ですけれども、準備をする側としてはやはりいろいろな話を聞きますの

で、難しいかなと。それよりも気軽にそういった場所を提供して、子ど

もたちが、先生がおっしゃったように、勉強をしたい子は勉強をする。

でも、そういう場を設けたところで、やはり子どもたちは遊びの方に行

ってしまって。学校なんかになりますと、やはり校庭で子どもたちが遊

んでいる声が聞こえると、そっちの方に行ってしまったりとかするの

で、子どもたちが何を望んでいるのかという。安心、安全な場所という

ことだけで提供するということはいいと思いますが、やはり勉強するに

は、誰かがついていないといけなかったり、自主的に勉強するために来

る子というのは少ないかなと。どうでしょうかね。少なくとも宿題をさ

せるということで、小学校では教育大の学生さんたちに来ていただい

て、させる方向でしていただいているし、いろいろなことは多分、そう

いう家庭環境でしんどい、できない子たちのために、そういう場を提供

していらっしゃると思うんですけれども。 

どうでしょうかね。その場所は遊ぶ場所でもないんですよね。何か学

べる場所？ 図書館で本を読むだけじゃなくて、何かを学べる。みんな

で持ち寄ったことを学べる場所というのを、子どもたち自身が何か提

供、提案というか、大人が与えるんじゃなくて、何か子どもたちがそう

いうふうにできる場所があればいいのかなと思ったりするんですけれ

ども。それにヒントを何か、持ち出せるというか…。 

 

田中委員 私が思っているのは、別に誰かが教えるとかそういうのではなくて、

机と椅子とを置いてあげて、そこでおとなしくしていなさいという感じ

の場所だけでいいですよ。うちの前の図書館でも、八尾の図書館でも、

みんなそうして勉強しているのを見ますので、場所さえあったらいいと

思うんです。そういって、そこがいっぱいだったら、どこに行くの。行

くところがない。行くところがなかったら、家に入っているか。家に入
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っても、テレビを見るか、ゲームをするかだから、そういう１人でいる

時間が増えてくるのはちょっと将来的にもあまりいいことはないのか

なと思うので、みんなといれば、少しの話ぐらいはできるだろうし。柏

原で、そんな場所を探そうと思ってもなかなかないし。それならつくっ

てあげたらいいんじゃないかなと思うんですけれども。一応、つくって

おられるということなんですけれども、あまり知らない。 

 

事務局 はい。そういう地域の居場所づくりという形では事業をさせてもらっ

て。ちょっと図書館代わりに勉強、フリースペースでいつでも行ったら

いけるというのはありません。図書館程度になるかと思います。 

 

福岡委員 

 

「のびのびルーム」なんかも今はどんな感じでしているのですか。 

うちの子もお世話になったし、私もちょっと関わって、お手伝いする

側にもなったことがあるんですけれども、今、かなり年数もたってきて

いるので、それが維持していけているのかなという。他の校区の学校さ

んは情報が入らないので、どうなのかな。 

事務局 正直、おっしゃるように温度差は、一生懸命やっているところと、逆

にない学校もありますね。去年までやっていたけれども、なくなった学

校というのもありますので、なかなか 100％うまく機能しているかとい

うと、機能していないという答えが多いかと思います。 

国は放課後児童会と放課後子ども教室とが連携してやっていきなさ

いということは進めておりますが、難しいのではないかと思っていま

す。 

 

近藤委員 東小の放課後のそれは、土曜日が結構多くて、映画会をやったり、あ

と、水曜日の放課後なんかにお料理教室というのがあり、うどんづくり

であったりいろいろと。「これは行きたくないけど、これは行きたいね」

という、バラエティーに富んでいるので、結構、参加者も多く、特に映

画会は土曜日の午前中なので、朝、ちゃんと起きて、行ってという感じ

でとても人気があり、頻度としては、そんな毎日ではないですけれども、

月に１、２度という感じなんですけれども、うまくいっているんじゃな

いかなと、ありがたいなと思っています。 

 

福岡委員 地域の方ともつながれるし、学校内でもいろいろな学年のいろいろな

子と関われるという、すごくいい行事だなと私は思うので、それでもや

はり継続していくのが難しいのかなと思うんですね。やっぱり最初に関
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わられた方は、力を入れて一生懸命やられたと思うんですけど、それを

ずっと何年もやり続けていけるかといったら、やっぱりそれは難しいで

すし、それに新しい方も入って、お手伝いしていただいて、ずっと継続

していけるような何かそういうシステムができていけばいいなと思う

んですけれども、なかなかそこが…できているところもあると思うんで

すけれども、それができないところはやはりなくなっていくという形に

なっている。せっかくいい事業なので、少し市の方からも応援してあげ

て、何か情報交換の場を持つとか、新たな何かをするのでもアイデアが

ないとなかなかできないので。いいことやできることは他の校区さんで

も取り入れて、そういうお手伝いいただける方もどういう形で参加して

いただくか、そういうノウハウも、お互いに情報交換ができたら、いい

ふうにできるのではないかなと思います。 

 

事務局 今度、２月５日に連絡会が開催予定ですので、そのときに、また皆さ

んに「１年間やられてどうですか」という意見をお聞かせいただいて、

その中で「うちではこんなのをやっているよ」ということが出てくるか

と思います。 

 

事務局 今回、集まっていただいて、自分のところの取り組みを情報交換して

いただく場を年１回ぐらいは。そこで今、委員さんがおっしゃったよう

なことを期待させてもらっている会合になっていると思うんです。 

 

福岡委員 広報なんかにもちょっと取り上げていただいて、また広報で募集して

いただけると、学校単位だとなかなか募集をかけるのも、お声掛けをし

て「お願いします」と言っても、なかなかやっていただける方は難しい

かなと思うので、市の行事として、何か応援できるような形があれば、

やりやすいこともあるのではないかなと、そういう要望も聞いてあげて

いただければいいかなと思います。 

 

中野委員 すみません。認定こども園とかは、両親ともに働いていなくても預か

ってもらえるという形にしているじゃないですか。そうしたら、やっぱ

り放課後の学童も、今は働いている人でないとお受けできないという前

提ですけれども、それを希望の方がいらしたら、その方のお子さんを預

かります、という形という変更は難しいのですかね。 

 

事務局 今のところ、国の制度がそうなっていないので、就学前の子どもの保
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育の実施義務というのは児童福祉法にきちんとあるんですけれども、当

初はそれがあって、その後、小学校に小１の壁ということで対応してき

ているんですけれども、果たしてそこに公費を入れて、小学校６年生、

もしくは３年生までの保育を必要としていない子どもの保育を国なり

市町村が実施する義務というのが今のところはないので、法律が変われ

ばしないといけないでしょうけれども、今のところ、小学校に入って、

お母さんが在宅されている子どもの保育をしなきゃいけないという意

識は市町村にはないですね。 

先ほど田中委員がおっしゃった形で、そんなのはいいと、誰でもがい

いことになってくれば、それは別に要件を求めずにできるかなというと

ころもありますが、なかなかそういうニーズがまずあるかないか。ニー

ズがあったとしても、受け入れの体制が整うかどうかというのもあると

思うんです。 

今、実際、放課後児童会でも、預かっている子どもに対応できる指導

員と部屋というのは、きつきつで確保している。もしくは確保できてい

ない状態にある。これが保育を必要としない子まで受け入れましょうと

いったら、それに対応する指導員さんが必要になってくる。またスペー

スも。そこがまず、受け入れる体制が整っていませんので、柏原市の特

性としてそこまで制度を乗りだそうというところまでは今はいってい

ないです。 

 

事務局 今おっしゃった認定こども園に関しましても、１号認定の子どもさん

は教育標準時間だけ通うんです。ですから、小学校１年生に行かれて、

小学校１年生の授業時間は教育を受けますが、その後は、おうちへ帰っ

てもらうという、基本的にはやはり同じ考え方だと思うんです。 

ですから、ここのラインは放課後児童会に関しては、今、言いました

ように、誰でも受け入れるということにはなかなかならないだろうなと

いうふうには思っています。 

 

田中委員 乗り越えてほしいですね。 

 

中野委員 大阪市がそういうふうにやっておられるからね。 

 

事務局 そこで先ほどおっしゃったように児童館という考え方が、これはすご

くいいもので、結構、いろいろな市でも持っていますし、子どもらがそ

こへ、昔でいう空き地ですよね。私らの子どもの頃の空き地で、そこへ
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行ったら、必ずお友だちがいて、上級生がいて、近所のおっちゃん、お

ばちゃんがいて、何をして遊んでも別に怒られない。怒られるところは、

近所のおっちゃん、おばちゃんが怒ってくれる。そういう地域コミュニ

ティーが運営する昔の広っぱというものがこの児童館になれば、一番い

いなと私は思います。けれども、これだけ地域コミュニティーそのもの

が今、少し崩壊してきているような世情の中で、果たして地域の方々に

そこまでお願いできるのかなという部分もあります。 

その中で、先ほど少しおっしゃったように、行政の事業にしてしまい

ますと、公費投入ということが起こってきます。ですから、行政として

どこまでそういう地域コミュニティーを後押しできるのか。よくいいま

す協働ですね。つまり「協力」の「協」に「働く」。市民協働でつくる

公園であったり、市民協働でつくる、今言ったような広っぱ事業であっ

たり、そういうのはどこまで進めていけるのかなというのが今後のわれ

われの課題かなと思っています。 

 

谷向会長 そこは、おそらく市民の皆さまの熱い思いが行政を動かすことになる

のではないかと思いますので、そういうご意見が出るということがひと

つの方向を決めていくと思います。 

以上で本日はよろしいでしょうか。 

 

小松副会長 ということで、27年度でひと区切りです。本日もいろいろと話が出た

と思いますけれども、最後のことも、こども園のこともそうですし、課

題もまた、これからクリアしていくなど、考えることがたくさんあると

思いますので、また皆さまにご協力いただき、市役所の方では予算のこ

と、人員のことなどをぜひ頑張っていただいて、良いものにできるよう

に進めていければいいかなと思いますので、どうかよろしくお願いいた

します。 

 

 


