
 

 

会 議 録 

会  議  名  第２回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成26年１月29日（水） 19時00分～21時00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 ： 14人 

奥田援史会長、竹中礼子副会長、山本百合子委員、福永ひろみ委員、 

吉田兼次委員、三原作之委員、安食富美子委員、伊藤治夫委員、 

髙橋淳一委員、赤尾真樹子委員、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 ： １人 

永田かおり委員 

 

事務局 ： ８人 

岩山光一健康福祉部理事 

子育て支援課：丸本光雄課長、須戸三重子、口分田剛、川西譲、 

池田昌司、加藤正樹、樋口晃一 

議    題 （１）アンケート調査結果（速報値）について 

（２）ニーズ量推計に向けて 

結    論 次回、以下の資料を基に、計画策定に向けた議論を進める。 

・アンケート報告書（案） 

・教育保育提供区域（案） 

・計画骨子（案） 

審 議 経 過  

１ 開会あいさつ 

〔 奥田会長 〕 

 

２ 議題 

（１）アンケート調査結果（速報値）について 

事務局から次の資料について順次説明 

【資料】「子ども・子育て関連３法に伴う市町村の業務スケジュール」 

【資料】「アンケート調査の概要」 

【資料】「アンケート結果の中間報告（速報値）【就学前】」 

「同【小学生】」 

 

会長 



 

 

議題についてご質問のある方はお願いします。 

 

委員 

アンケートの回収率ですが、48%は多いのでしょうか。少なく感じま

すが。 

 

事務局 

米原市の他のアンケート調査を見ても、回収率は５割程度ですし、

他の自治体も４割から６割程度の回収率ですので、サンプル数として

少なすぎることはありません。 

 

会長 

私の方から要望ですが、今回のアンケート調査結果の他市との比較

と、次世代育成支援行動計画のアンケート調査結果との比較をお願い

します。できる範囲で準備してください。 

 

（２）ニーズ量推計に向けて 

事務局から資料１から資料３について順次説明 

【資料１】「教育・保育提供区域の設定について」 

【資料２】「米原市の将来の推計人口 ― 将来の子ども人口の見通し 

について ― 」 

【資料３】「市内教育・保育施設の利用状況」 

 

会長 

資料１「教育・保育提供区域の設定について」は、施策を考えると

きに区域のエリアを検討する必要があるのですが、仮に区域を分けた

場合でもサービスに差は出ませんし、利用制限もありません。何かご

質問はございませんか。 

 

委員一同 

特になし。 

 

会長 

資料２「米原市の将来の推計人口」ですが、将来に向けて子どもの

数が減少していくとの説明でしたが、何かご質問はございませんか。 

 



 

 

会長 

私の方から質問をしますが、2030 年までの推計値は、どの程度信頼

できる数値でしょうか。 

 

事務局 

今回用いたのは、コーホート変化率法という人口推計の方法で、一

般的に使用されるもので、信頼度はかなり高いです。今回の計画期間

の５年後、10年後でいうと、大きな誤差はありません。20年後という

と、今後の経済動向や制度改正など不確定要因もありますが、今の状

況であれば大体似た感じで推移します。ですから、よほど大きな変動

がない限りは、推計にかなり近い形で推移します。 

 

会長 

５年後の推計は、どの程度誤差を見込まれていますか。 

 

事務局 

経験則ですが、今回のような推計値が外れる上下の幅は人口が多い

ほど小さいので、５年後の米原市全体の誤差はプラスマイナス１％程

度だと思います。 

 

委員 

３ページの表の見方ですが、左右の目盛の比率が 10分の１なので、

２つの棒グラフの高さが一致すると、総人口に占める就学前と小学生

人口の割合が 10％というのは分かりますが、この 10％という数字に何

か意味はあるのでしょうか。 

 

事務局 

ご質問いただきましたように、分かりやすいようにたまたま 10％を

目安としてお示しさせていただいただけですので、10％を超える、超

えないに意味はありません。今回、４地区や米原市全体の状況を比較

していただく上で、10％を一つの目安としてグラフを作らせていただ

いたとご理解ください。 

 

会長 

２ページですが、伊吹地区の人口ピラミッドは、他の地区とはパタ

ーンが違うという説明をされましたが、これは単に人口が少ないだけ



 

 

で、横軸の目盛を大きくすれば、他の地区と同じ形になるのではない

でしょうか。 

 

事務局 

一見そのように捉えられがちですが、実際に拡大してみるとやはり

違いがあります。山東地区と米原地区は、高齢者の方が若干多くて、

下細りになっていますし、伊吹地区のような比較的人口が大きく減少

している地区では、それぞれの年代の人口差が余りないといった特徴

があります。 

 

会長 

資料３「市内教育・保育施設の利用状況」について、何かご質問は

ございますか。 

 

会長 

２ページですが、米原市の幼稚園の利用者合計は、481人と書かれて

いますが、その下に、地区内居住している利用者は 527 人となってい

ますが、これで良いのでしょうか。 

 

事務局 

いぶき幼稚園の地区内居住の利用者を 121 人と書いていますが、い

ぶき保育園に通っている子を含めた数字になっていましたので、今か

ら正しい数字を申し上げますので、修正をお願いします。 

いぶき幼稚園の地区内居住の利用者ですが、121 が 73 です。その下

の３歳の 41 が 24 です。４歳の 30 が 17 です。５歳の 50 が 32 です。

従って、会長からご指摘いただいた、米原市全体の地区内居住の利用

者ですが、527が 479に訂正です。同じように、３歳の 171が 154です。

４歳の 167が 154です。５歳の 189が 171です。 

 

会長 

６ページですが、一般的に就園率は子どもの年齢とともに上昇する

と思いますが、米原地区の保育所利用者の３歳で 53.5％、４歳で

59.6％、５歳で 46.6％と減っています。何か背景があるのでしょうか。

幼稚園に転園されるのでしょうか。 

 

事務局 



 

 

今回のデータから解釈すると、会長からご指摘いただいたように、

４歳まで保育所に通って、５歳から幼稚園に通う子どももおられると

判断できます。 

米原地区では、５歳のほぼ全員が保育所か幼稚園に通っているわけ

ですが、４歳では 38％が幼稚園に通っていますし、５歳では 52％です。

つまり、一概には言えませんが、４歳までは保育所に通っていたけれ

ども、５歳から幼稚園に替わられる子どももおられると思います。 

 

会長 

副会長は保育所を運営されていますが、実態はいかがでしょうか。 

 

副会長 

今回のデータを見るとそう解釈できますが、実際にはそのようなこ

とがあるとは余り感じません。 

 

委員 

最近は分かりませんが、私や私より少し前の世代の方は、保育所に

預けていても、学校へ行く前の１年間だけ幼稚園に替わられるという

話を聞きました。今はどうなっているのか分かりませんが、以前はあ

りました。 

 

会長 

幼稚園に替わられる理由はあるのでしょうか。 

 

委員 

当時は、保育所にいる子どもの数が少ないので、小学校に入る前の

１年間は、幼稚園で大勢の子どもの中で慣らすために替わられると聞

きました。 

 

委員 

現在の状況は把握できませんが、醒井幼稚園と醒井保育園の関係に

おいては、就学前に幼稚園に替わられる方がおられるという状況が数

年前までありました。 

 

委員 

市外の保育施設を利用されている方もおられると思いますが、そう



 

 

いった方々は、今回の数値に含まれていないのでしょうか。 

 

事務局 

今のご質問を整理させていただきますと、今日お示しした資料３の

１ページ、２ページは施設ごとの利用者の表で、３ページ、４ページ

は居住地区ごとの利用者の表です。今のご質問は、最初の１ページ、

２ページは市外に居住している子どもの利用状況が書いてあるが、３

ページ、４ページでは、米原市内に居住していて、市外の施設を利用

している子どもの情報がないのではないか、ということだと思います。

ご指摘のとおり、今回お示しした資料には、米原市に住んでいて市外

の施設を利用している子どものデータはございません。 

そこで、６ページを見ていただきたいのですが、この表では、就学

前人口を一番上に記載し、一番下に、本日の資料の中に示している米

原市内の保育所・幼稚園の利用者の割合をお示ししています。そうす

ると、例えば近江地区を見ますと、５歳で 94.5％が米原市内の保育所・

幼稚園を使っているということですが、この数字はデータを把握して

いる時期が若干違うので正確とは言えませんが、一つの目安として

95％くらいが市内の保育所・幼稚園を使っていると解釈すると、残り

の５％くらいが市外の施設を使っていると解釈できるのではないかと

思います。 

 

会長 

彦根市への入所が多いのですか。 

 

委員 

長浜市への入所が多いと思います。 

 

会長 

それ以外にご意見・ご質問はございませんか。なければ資料４の説

明をお願いします。 

 

事務局 

事務局から資料４について説明 

【資料４】「教育・保育提供区域の設定（パターン案）」 

 

会長 



 

 

資料４ですが、上段は現状の施設状況と今後の変更予定です。認定

こども園は子ども・子育て関連３法ができて内閣府が管轄しますので、

法律的に充実してきたという背景もあって、認定こども園の開園が予

定されています。それも踏まえてですが、４地区案、２地区案、１地

区案と３案あります。ご意見、ご質問はございませんか。 

 

委員 

区域の設定パターンを３案示されていますが、山東・伊吹地区で１

つ、米原地区で１つ、近江地区で１つという３区域案は考えられない

でしょうか。 

 

事務局 

現在の保育所の入所調整では、山東・伊吹地区にお住まいの方は、

山東・伊吹地区内の施設を利用されますし、米原・近江地区の施設は

距離的に離れていますので、そこまでは通えないと言われる方がほと

んどです。 

また、米原・近江地区の状況も同じで、米原・近江地区内の施設で

あれば通えるけれども、山東・伊吹地区の施設までは通えないとおっ

しゃられます。ですので、分けるとすると山東・伊吹地区と米原・近

江地区かと思います。 

 

会長 

反対にもっと細かく、小学校区域で分けるという案はないのでしょ

うか。 

 

事務局 

区域の考え方としては、小学校区域という考え方も基本的にはあり

ますが、区域を設定すると、計画の中でその区域に幼稚園も保育所も

なくてはいけないということが求められてきます。そうすると、今後、

子どもの数が減っていくことを考えると、余り小さい区域で分けると、

施設の整備が計画に対応できない状況が発生するのではないかと考え

られます。ということで、施設の持続性や安定的に施設を運営するこ

とを考えると、ある程度子どもの数が多くないといけないと思います

ので、小学校区も検討しましたが、少なくとも４地区の固まりは必要

かと思います。 

また、３地区という件ですが、先ほどの人口資料を見ていただくと



 

 

分かりますが、山東地区が最も人口が多くて 12,000人くらい、伊吹地

区が一番人口が少なくて 5,000 人くらいの規模です。米原地区と近江

地区がそれぞれ 10,000人くらいという状況です。そうすると、人口規

模をそろえようとすると、山東・伊吹地区を１つにすると 17,000人く

らいで、残りの米原・近江地区を１つにすると 20,000人くらい。この

区域設定は、それぞれの区域で格差を生じさせるものではなくて、市

内のどこに住んでいても同じようにサービスを受けられるということ

を前提にするものですので、区域を設定したときに人口が大きく違う

と施設を整備する上で、いろいろ差異が出てくるのではないかと考え

られます。もし区域を設定するにしても、できたら人口規模がそろっ

ている方が望ましいし、仮に２地区にするとすれば、隣接している区

域という前提はありますが、一番人口が多い山東地区と一番人口が少

ない伊吹地区が合わさると 17,000人くらい、米原地区と近江地区が合

わさると 20,000人くらいで、大体似たような規模になることもあって、

２区域案を提案させていただきました。 

 

会長 

１区域の場合のデメリットはありますか。メリット、デメリットが

示されれば、区域数を決めやすいのではないでしょうか。区域数が違

ってもサービスは変わらないし、制限も掛らないのであれば、何区域

でも良いと思えるですが、１区域だと困ることはあるのでしょうか。 

 

事務局 

区域の数が１つでも２つでも実際に利用される方にとっては何も変

わりません。極端に言えば、本日この会議にご出席いただいている委

員の皆さんは、事務局からの説明を聞いて、そういうものがあること

が分かると思いますが、仮に教育・保育提供区域を全く知らなくても、

利用する方には何の不便もありません。むしろ、影響するのは市の立

場で、施設を今後どうしていこうと考える際に関係してきます。 

米原市の状況としては、今後の施設の予定を見ていただければ分か

るように、基本的には今ある施設を統合して、皆さんからニーズが高

い、また、今度の新しい制度で国が強力に推し進めている認定こども

園を開設しようという立場に立てば、下手に区域を分けるよりは、市

内で１区域と考えておいて、いろいろな施設の統合の形として、可能

性を残しておくことも１つの方策なのかなと思います。いずれにしろ、

住民の皆さんにとって子どもをお持ちの保護者の方々が何か施設を利



 

 

用するときに、制限が加わるとか、２つにしておくと便利とかいった

ことは全くございません。 

 

会長 

事務局としては何区域が望ましいと考えておられますか。 

 

事務局 

本日、委員の皆さんのご意見をお伺いして、次回３月の審議会でお

示ししたいと思います。事務局としては１区域か２区域と考えており

ますが、子育てやサービスは地域によって区別するのではなく、市全

体として考えていますので、区域数はそれほどこだわる必要はないと

考えています。 

 

会長 

２区域が最有力候補ですか。 

 

事務局 

今回の区域数の設定は、事務局としても白紙の状態で、委員の皆さ

んのご意見をいただければ、それを踏まえて決めていこうという立場

です。ただし、私の個人的な考えとしては、２区域または１区域だと

思いますし、さらに個人的に言えば、１区域でも十分ではないのかと

思います。 

今現在、全国で様々な自治体が教育・保育提供区域を幾つにするか

を議論されておられますが、圧倒的に１区域が多いのが実態です。た

だし、人口がすごく多いところ、極端に言えば、政令指定都市や人口

20 万人、30 万人というところが、2 区域にしようかとか、5 区域にし

ようかという話をされています。ただ、大体の自治体は、１区域にな

るのかなというのが今の雰囲気ではあります。 

 

委員 

区域設定の目的は、市内の施設のアンバランスをなくすことだと言

われましたが、２区域案の米原・近江地区の場合ですが、定員が 895

人に対して、就学前の子どもの数が 1,110 人とありますが、今後の市

の施策としては、施設の規模を拡大して、定員を増やす必要があるの

かということと、逆に山東・伊吹地区は、定員 800 人に対して、子ど

もの数が 775 人なので、例えばこの地区に民間が保育所や幼稚園を開



 

 

きたいという話があっても、許認可することができないのでしょうか。 

 

事務局 

今ご指摘いただいた部分は非常に重要だと思います。今後、教育・

保育提供区域の設定の有無に関わらず、施設のバランスは配慮してい

かないといけないと思います。このアンバランスが危惧されるのはど

ういう場合かというと、市内の保育所・幼稚園がほとんど民間で、公

立の施設がほとんどないときです。全て民間だと市のコントロールが

効きにくいのですが、今の米原市の状況でいうと、幼稚園は全て公立、

保育所は私立と公立があるし、認定こども園は基本的に公立主導で進

めています。このアンバランスという状況を考えると、私立主体の自

治体と比べると、米原市は公営主導で教育・保育提供区域を運営して

いますから、余りその心配はありません。市がしっかりと計画を立て

て、施設のバランスを調整することは、公営の施設という観点から言

いますと、十分可能と考えています。 

今ご指摘いただいたのは非常に重要なポイントですので、事務局と

しても十分に配慮しながら計画を立てていきたいと考えています。 

 

会長 

就学前児童の全員が保育所・幼稚園に通いませんので、若干今の数

字が減ります。それ以外にご意見・ご質問はございますか。区域の設

定については、次回、最終決定でしょうか。 

 

事務局 

次回、事務局から示させていただきたいと思います。 

 

３ その他 

事務局から次の資料について順次説明 

【参考資料】「次世代育成支援行動計画に係る平成 24年度施策の実施 

状況」 

【参考資料】「子ども条例（案）および逐条解説」 

【参考資料】「第１回 米原市子ども・子育て審議会 会議録」 

 

〔事務局から第３回審議会を平成 26 年 3 月 25 日（火）に開催する旨

を説明しました。〕 

 



 

 

４ 閉会あいさつ 

〔 竹中副会長 〕 

 

 

会議の公開・非公開

の別 

■公 開   傍聴者： － 

□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 健康福祉部子育て支援課 

 


