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会 議 録（要点筆記） 

 

会  議  名 第８回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成26年12月10日（水） 19時00分～20時25分 

開 催 場 所 米原市役所山東庁舎 会議室2AB 

出席者および欠席者 出席委員 ： 13人 

奥田援史会長、竹中礼子副会長、山本百合子委員、永田かおり委員、 

福永ひろみ委員、吉田兼次委員、三原作之委員、須戸三重子委員、 

伊藤治夫委員、伊藤理乃委員、谷口みゆき委員、山田裕美委員 

木船満千子委員 

 

欠席委員 ： ２人 

髙橋淳一委員、赤尾真樹子委員 

 

事 務 局 ： ８人 

岩山光一こども未来部長 

子育て支援課：丸本光雄課長、口分田剛、池田昌司 

保育幼稚園課：安食富美子課長、嶌真弓、川西譲 

㈱ぎょうせい：山野充寛 

議    題 （1） 教育・保育施設の利用者負担について 

（2） 米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

結    論 

（決定した方針、残

された問題点、保留

事項等を記載する。）

 

次回、以下の内容について議論する。 

・パブリックコメントの結果について 
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審 議 経 過 

 （主な意見等を原

則として発言順に記

載し、同一内容は一

つにまとめる。）  

１ 開会あいさつ 

［ 奥田会長 ］ 

 

２ 連絡事項 

  ・当日配布資料の確認 

  

３ 議題 

（１）教育・保育施設の利用者負担について 

 

事務局から次の資料について説明 

 

・【資料１】子ども・子育て支援新制度開始に伴う教育・保育施設の利用

者負担（保育料）の考え方について 

 

会長 

ただ今説明のありました議題について、御意見や御質問がありましたら

お願いします。 

 

委員 

５ページの保育短時間と標準時間の徴収基準額の 98.3 パーセントとは、

国の基準で決まっており、市もこれに準じているのでしょうか。６ページ

では、市独自の算定基準を設けておられ標準時間と階層によって保育料が

違いますが、軽減率が 98.3 パーセントとすると８時間と 11時間を単純に

引いた３時間が 200 円や 300 円という金額の差になります。保育者として

年齢が低ければ低い程、子どもに向き合う時間を取ってほしい気持ちを保

護者に日頃から伝えている立場なので、現場と金額とのギャップをどのよ

うに埋めて行ったら良いのか葛藤に駆られます。もう少し詳しく数字的な

説明をお願いします。 

 

事務局 

５ページが国の定めている徴収基準額表の判断です。右側の表が新制度

の保育料案で保育短時間は、保育標準時間に対して 3 階層区分からはほぼ

1.7 パーセント引きになっています。国が示していますので市はこれに準

じて、６ページの右側の表のＣ階層区分から 1.7 パーセント引いています。

他のほとんどの自治体も国の徴収基準額を基本に設定されると聞いていま

す。 
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会長 

金額が余り変わらないのであれば、後３時間くらい預けようという保護

者と、経済的にも時間的にも許されるのであればできるだけ短時部へ預け

てほしいという保育者の思いがあり複雑に感じます。御意見としてまた検

討いただきたいと思います。 

少し分かりにくいので再度、長時部と短時部、保育標準時間と保育短時

間について整理して説明してください。 

 

事務局 

今の制度で言いますと幼稚園の区分を米原市独自では認定こども園の短

時部と言います。１号認定は短時部のことで、２号・３号認定は長時部で

保育所在籍のことを言います。保育標準時間と保育短時間は保育標準時間

が 11時間保育で、保育短時間が８時間保育となります。 

 

会長 

素朴な疑問ですが、例えば認定こども園に通園している場合、短時部の

４時間で帰る幼児と、長時部の８時間と 11 時間まで預かる幼児とでは保育

料はどのようになりますか。 

 

事務局 

同じ３歳児の階層で比較をしてみますと、４ページで１号認定の３歳児

で⑤階層区分の保育料が 8,100 円で、さらに表の下の※印に書いています

給食費 3,200 円と教材費 1,000 円が必要となります。６ページで２号認定

の３歳児で 301,000 円未満のＤ８階層区分では、保育標準時間の 11 時保育

は 28,700 円で保育短時間は 28,200 円で、これには教材費と給食費が含ま

れた金額となります。 

 

委員 

４ページで「公立幼稚園の在園幼児で、平成 27年 4 月に進級する児童に

ついては現状の保育料（３歳児が 6,500 円、４・５歳児が 5,400 円）とす

る１年間の経過措置を導入する」について、１年間ということは平成 27

年度 4 月に進級される新しい３歳児で⑤階層区分の方も 6,500 円に据え置

くという解釈でよろしいでしょうか。それは 1 年間に限りですので例えば

３歳児が次の４歳児になるときには経過措置は無いという解釈で良いので

しょうか。 

 

事務局 
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幼稚園ですので基本的に３歳児は新入園になりますので経過措置の対象

外となり、４、５歳児しか該当しないということです。３歳児が来年度４

歳児となり再来年度の５歳児のときには経過措置は無いと考えています。 

 

委員 

６ページの表で人数の見方が分かりにくいので説明してください。 

 

事務局 

６ページの表で、Ａ階層区分は変更がなく、新制度でも１人ですので増

減無しの１人となります。国の基準のある現行制度のＤ５階層区分を見ま

すと 74 人ですが、新制度の表は１段階ずつ繰り下がりＤ６階層区分になり

ます。それは国が示している基準で所得税の 103,000 円未満が市町村民税

の 169,000 円未満のランクと同じだからです。同じ階層区分なのに 74人が

市民税の算定では 50 人になります。74 人の中で階層区分が上がる人もい

れば下がる人もいますので、同じままの人は 23 人だけと言う見方をしま

す。そういう人数を表示しているのが増減比較です。 

 

委員 

左の表と右の表との階層区分では算出根拠が違うため、こういう結果に

なる訳ですか。 

 

事務局 

左側のＤ５階層部分の所得税 103,000 円未満と右側に移ったＤ６階層区

分の市町村民税の 169,000 円未満は、５ページの国の徴収基準額表の⑤階

層区分の推定年収が 640 万円までの人が、所得税 103,000 円未満を市町村

民税に置き換えると 169,000 円未満になると国が示しています。それなの

にこれだけ変わることは、市町村民税と所得税はイコールではなく算定方

法が違うのでばらつきが出てくるということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 

委員 

ばらつきが出るということは良く分かりますが、その方達に対しての経

過措置は何も考えなくても良いのでしょうか。 

 

事務局 

上がる人もいれば下がる人もいますし同じ人もいますので、市としては

考えていません。 
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委員 

幼稚園の方も上がる人もいれば下がる人もいますよね。 

 

事務局 

幼稚園は基本的に定額制から応能制に変わりますから上がる人が 37 人

と 18人の⑤・⑥階層区分で、①から③階層区分の人は下がります。 

 

会長 

 その他、御意見はありませんか。なければ次の議題に移りたいと思いま

す。事務局から説明をお願いします・ 

  

 （２）米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

事務局から次の資料について説明 

事務局 

・【資料２】米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

・【資料３】米原市子ども・子育て支援事業計画（案） 

 

会長 

 範囲が広いので、基本目標や重点プロジェクトが記載してある第３章と

量の見込みと提供体制の第４章を中心に御意見を伺いたいと思います。 

 

会長 

今回の子ども・子育て支援新制度は保育の質を高める、待機児童の解消、

子育てサービスの充実の大きな柱が３つある訳ですが、重点プロジェクト

に保育の質を高めることが明記されていないので、新たに加えてみるのは

いかがでしょうか。研修、人材確保、保育士の再雇用など保育の質が高ま

るための取組について検討してみてください。内容変更については、パブ

コメまでに事務局と会長とで協議したいと思います。 

 

委員 

今、会長がおっしゃった保育の質を高めるということについて、保育所

では需要と供給が合わない量のところで、全てのお子さんを受入れられな

い事態が現状としてあり、保育士の人材不足が質の向上につながって行か

ないと正に思っています。人材が不足するのは乳児など小さい子ども達が

特に増えたこともありますが、ハードな職務でいろいろな面で前向きにな

れなくリタイアしてしまう方や皆でやって行こうという気持ちがつながっ
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て行かないことも原因の１つだと考えています。夢のある子ども達を育て

るとても素晴らしい仕事をしているのに、そこに人材が来ないというのは

何が原因かと考えてしまいます。事業計画の中に明記してほしいという訳

では無いのですが、前向きになれるような支援を現場にもほしいと思いま

す。 

 

会長 

保育士になって頑張ろうと思うためには処遇の改善が必要です。給料の

アップや休みが取得しやすいなど、項目として明記できれば良いかと思い

ます。 

本文の表現などについてですが、待機児童については前回意見しました

ので、提供体制の文面の最後に「定員数の拡大を進め、受け皿の確保に務

めます」と追記いただいたので方向性がはっきりしました。また、第４章

の 55ページ以降ですが、表と文面中の実績数値との調整や単位などの整合

をお願いします。さらに地域子育て支援事業については、もう少し踏み込

んで丁寧に書いていただけるとより分かりやすくなると思います。 

 

委員 

56 ページに妊婦健康診査事業がありますが、不妊治療などはどこかに明

記されていますか。 

 

事務局 

70 ページの６に詳細事業として「不妊治療への支援」の項目を記載して

います。表記はざっくりとした表現になっていますが、実際は担当レベル

で詰めた内容になっていますので御理解いただきたいと思います。 

 

事務局 

計画内容について、前回と少し訂正していますのが、先程重点項目で大

きく６つの柱があると説明しましたが、62ページ以降の事業名の下に【重

点事業】という形でリンクするよう表記していますので、参考にしてくだ

さい。 

 

会長 

 内容が多いのですぐに意見が出にくいかと思います。何か意見がありま

したら年内中に事務局まで直接申し出てください。 

 また、パブリックコメント実施までに審議会の開催予定はありませんの

で、計画内容や文言修正など簡易的な変更については会長一任として御理
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解いただき、事務局と私で調整することを御了承ください。 

 

事務局 

この計画の今後の流れについて説明させていただきます。年内中に内部

で調整を終えまして、パブリックコメントを実施します。パブリックコメ

ントとは各庁舎にこの計画案を設置したり、米原市公式ｗeb サイトに掲載

して市民から自由な意見を募集することです。募集期間は１月 23日から２

月５日までの２週間を予定しています。市民の皆さんから様々な御意見を

いただきますので、それに対して必要があれば内容を一部修正し、２月に

予定しています最終の審議会で、委員の皆さんに御協議いただきます。計

画案を御承認いただきましたら、会長から市長に答申として提出いただき、

最終的に議会へ報告させていただくという流れになっています。計画書の

冊子については、84 ページで終わっていますが、最後に資料集として委員

皆さんのお名前を記載させていただきますので御了解ください。また難し

い言葉などもありますので用語集として記載し、冊子が出来上がりました

ら皆さんにもお配りさせていただきますので御了解いただきたいと思いま

す。 

 

会長 

その他、御意見もないようですのでこれで議事を終わりたいと思います。

計画に対する意見は年内中に事務局までお願いしたいと思います。 

議事進行を事務局にお返しします。 

 

４ その他 

 ［事務連絡］ 

 

５ 閉会あいさつ 

［竹中副会長］ 

 

                     閉会 20 時 25 分 
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会議の公開・非公開

の別 

■公 開   傍聴者：  0  人  

□一部公開  

□非 公 開  

 一部公開または非公開とした理由  

（                                                 ） 

会議録の開示・非開

示の別 

■開 示  

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                                    ）  

全部記録の有無 
会議の全部記録  ■有  □無 

録音テープ記録  ■有  □無 

担  当  課 こども未来部 子育て支援課 

 


