
 

 

会 議 録（要点筆記） 

会  議  名  第３回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成26年3月25日（火） 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 ： 11人 

奥田援史会長、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、木船満千子委員 

 

欠席委員 ： ４人 

竹中礼子副会長、山本百合子委員、永田かおり委員、山田裕美委員 

 

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）アンケート調査報告書（案）について 

（２）教育・保育提供区域の設定について 

（３）子ども・子育て支援事業計画の構成内容（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、以下の資料を基に、計画策定に向けた議論を進める。 

・量の見込み 

・子ども・子育て支援事業計画の基本理念 

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 議題 

（１）アンケート調査報告書（案）について 

 

事務局から次の資料について説明 

【資料１】「米原市子ども・子育て支援ニーズ調査報告書（案）」 

 

会長 

ただいまの議題についてご質問があればお願いします。 



 

 

会長 

私から１つ質問してよろしいですか。アンケートには直接関係あり

ませんが、学童と習い事を合わせたような民間事業の参入は米原で

はありますか。  

 

事務局 

現在のところ米原市ではないです。 

 

会長 

少しずつ都市部ではこういった取組が始まっておりまして、今後学

童についても指導者の資格化や内容についてある程度、基準などで

縛られてくる展開になりそうですね。 

それ以外に何かご質問はありますか。 

 

委員 

47 ページの定期的に利用したい教育・保育事業のところで複数回答

もＯＫということでしたので、回答者は、あれば利用したいくらい

の感覚で答えられていると思うのですが、認定こども園に数値があ

るというのは、回答者は理解した上で保育園や幼稚園ではなくて認

定こども園という強い意思で答えられているのでしょうか。といい

ますのは、伊吹地域には認定こども園しかないので当然のように単

にそういう役割として認識して答えておられるのかどうか、ここま

で深い意味は無いのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

 

事務局 

それぞれの保護者の方の関心度や知識などかなり認識の差があると

は推測しています。 

 

事務局 

今のご質問について、35ページに現在利用している実態が書いてあ

り、47 ページに今後利用したい希望が書いてあります。35ページの

方は現状では認定こども園の方が少なくて 14％です。市内には認定

こども園が１つしかないのでこのような結果だと思うのですが、47

ページは今後のニーズを聞いていますので、例えば、今ですと近江

地域と河南地域で認定こども園の建設整備をしていますので、それ

らの地域の保護者の中には今後自分の子どもが入園することが分か



 

 

っていますのでそれらを踏まえた結果としてニーズが増えているの

ではないかと分析しています。 

 

委員 

分かりました。 

 

委員 

「一時預かり事業」という言葉も定着しているのですか？ 

 

事務局 

「一時預かり事業」は米原市でも実施させていただいている事業で

す。対象者が幼稚園の預かり保育等利用される方もいらっしゃると

思いますが、未就園で在宅のお子様も預からせていただいている事

業です。市内民間保育園をご利用いただいている方もいらっしゃい

ますし、公立ではいぶき認定こども園でも一時預かり事業は実施し

ています。 

 

委員 

ある市では「延長保育」として捉えている市もあるのですが。 

 

事務局 

「一時預かり事業」として広く定着しています。 

 

事務局 

アンケートの調査票を確認しますと、設問 26 で「一時預かり保育」

として名前がでてきますが、補足説明として細かい説明はされてい

ません。通常の一時預かり事業だと思っている方もおられるだろう

し、幼稚園の延長保育と思っていらっしゃる方もおられるだろうし、

調査にお答えいただいた方の捉え方によって数値は多少変わってく

ると思います。 

 

事務局 

47 ページのこの表ともう少し細かく分析した 48 ページをご覧いた

だきたいのですが、上側の表がございます。ここで答えられた方の

人数合計が 480 人なのですが、縦の計をご覧いただきたいのですが

480 人のうち０歳の 80 人の保護者の方、１歳は 77 人とそれぞれ分



 

 

析されます。全体の 480 人の内どれだけ答えられているか、ここの

設問は当てはまるも全てに丸という問いになっていますので、ひょ

っとしたら一人の人が全部に丸をしておられる可能性もございま

す。横へずっと見ていただくと幼稚園を選ばれている方は 480 人の

内 205 人が丸をされている、その次の一時預かりは 480 人の内 111

人が丸をされている。それぞれ当てはまるもの全てに丸をされてい

るので、一概に先ほどの認定こども園だからということではなくて、

利用できるならどれでも良いから全てに丸をされてるという読み方

をしていただければ良いかなと思います。年齢ごとに横に見ていく

とその内何パーセントの方が希望されているかという読み方をされ

れば良いかと思います。以上でございます。 

 

会長 

よろしいですか。 

 

委員 

はい。分かりました。 

 

会長 

他市ではまだまだ認定こども園は少ないですので、まだ周知されて

いない現状はございますが米原市は以前からありますし、建設もさ

れていますので、希望者が増えてくると思います。 

それ以外にございませんか。 

 

委員 

先ほど一時預かり保育について、事務局の説明では幼稚園と重複し

た考え方で、希望が重なっていると説明がありましたが、一時預か

り保育の定着度と関係すると思いますが、やはり未就園児の一時預

かり保育というのが多いのではないでしょうか。幼稚園がどれだけ

利用されているかお尋ねしたいのですが。保育園でも一時預かり保

育のニーズはかなりあるので、そちらの方に思われているのが多い

のではないかと思います。先ほどの幼稚園との重複という形ではな

いのではないかと思うのですが。 

 

事務局 

ただ今、委員がおっしゃったとおりだと思います。実際認定こども



 

 

園の方で幼稚園在籍の一時預かり保育という形で実施させていただ

いていますが、ご利用いただいている方も未就園児の利用が米原市

でも多いです。 

 

会長 

実態としてはその可能性が高いのではないかと言うことです。 

それ以外に質疑がありましたらお願いします。 

 

会長 

なければ、続きましてニーズ調査の他市との比較、および次世代計

画時のアンケート結果との比較について、事務局から説明をお願い

します。 

 

次の参考資料について事務局から順次説明 

【参考資料】米原市子ども・子育て支援ニーズ調査の他市比較 

【参考資料】次世代育成支援事業計画時アンケート結果との比較 

 

会長 

ありがとうございました。何かご意見があればお願いします。 

 

委員 

少し面白い結果と思い見させていただきました。他市との比較の中

で４ページですが、定期的に利用したい保育、教育事業の中で休日

保育は米原市は飛び抜けて多い。他市が無いのはどういうことかと

見させていただいていますが、次世代計画との比較の中で、これも

合わせて放課後児童クラブの利用が飛び抜けて多いのは、米原市の

特徴として捉えて良いのかと読ませていただきました。もうひとつ

次世代との比較の中で、いろいろなニーズが増えているという中で

ファミリー・サポート・センターの利用が多くなってきているのは、

改めて５年後の比較という意味では面白いデーターだと思いながら

見させていただきました。 

 

会長 

今の休日保育のところは若干説明が必要だと思うのですが。 

 

 



 

 

事務局 

他市との比較の中の休日保育ですが、東近江市、彦根市には回答項

目が無かったのかと思います。それと次世代育成行動計画の中で、

増えていることも少しマジックがあるような気がするのですが、４

ページ下段を見ていただきたいのですが、青い字が次世代育成行動

計画で５年前です。赤いのが今回のアンケートですが、今回は該当

するもの全てに丸という事で該当するもの全てに丸が付けてありま

す。しかし次世代の時には選択肢がどれかひとつだと思います。青

色を全部足していただくと大体 100 くらいになると思いますが、後

は５年経ったことで認知度も変わってきていますので当然増える傾

向にあります。米原市でもこのファミリー・サポート・センターの

必要性は感じていますので 26 年中にある一定の方向性を決めて実

施していきたいと、議会の答弁の中でも答えていますので、そのよ

うな方向性で行くということはご承知おきいただきたいと思いま

す。 

 

会長 

それ以外ございますか。 

 

委員 

若干回答方法が違うということで、素直に取れないところもありま

すが、他市との比較を見ていますと米原市にとって良いような情報

が沢山あるというように思ったりします。 

 

会長 

よろしければこの辺りで、次の議題に移りたいと思いますがよろし

いでしょうか。 

 

一同 

 特に無し。 

 

会長 

それでは２つ目の議題でございますが「教育・保育現状区域の設定

について」を事務局から説明をお願いします。  

 

 



 

 

（２）教育・保育提供区域の設定について 

 

事務局から次の資料について説明 

【資料２】「教育・保育提供区域の設定について」 

 

会長 

今の説明について、ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

 

委員 

区域設定について十分わかり理解できません。もう少し具体的に説

明をいただきたいと思います。 

資料に書いてある一過性の需要とは、具体的にどういうものか、何

かあったときに新規事業が参入すると書いてありますが、このよう

な会社がこのようなことをやるとか、具体的な例がないと理解でき

ません。 

 

会長 

教育・保育の区域の設定については区域数の決まりはありません。

１つでも良いし４つでも良いし、小学校区の数でも幾つにしても構

いません。市町村ごとに決定することとなっています。区域を設定

しても区域間でサービスに差がなく同じということが前提条件にあ

ります。米原市全体を保育・教育サービスを提供するということを

前提にして考えてみてください。区域を設定するには、それぞれ、

子どもがそこに何人いて、どういう場所で過ごすのかという数字を

把握する必要があります。それがニーズ量と言われるもので、アン

ケート調査で利用希望を把握します。例えば米原で 1000 人の子ども

が保育園に行きたいとの希望があるという結果がニーズ量です。実

際に米原地域に保育園で定員が 1000 人あるのかどうか。1000 人な

ければ保育所を整備する必要があるとか、もしくはその子たちの保

育サービスをどのように提供しますか、ということをそれぞれの区

域について、どういう施設があって定員が充足されているかという

のを調べ、その不足している人数に対してどうしていくかというこ

とをこの会議で議論していきます。議論する内容は、大きくは幼稚

園・保育所ともうひとつは学童クラブがふたつの大きな柱です。 

ここでの課題は、区域をどれにすれ良いのか、それぞれの数字をは

じくのに、どういう区域を設定していけば良いのかというお話です



 

 

が、今、事務局では市内全体をひとつではどうですか、米原市全体

で数字をはじきたいという案をおっしゃっています。また、別の案

として米原と近江、そして伊吹と山東のふたつの区域に分けてはど

うかと提案されています。それぞれについて数字を把握し、子ども

の人数とアンケート調査の結果から、利用希望者数を数式に当ては

めてニーズ量を算出しますが、仮に米原、近江地域でニーズ量がも

のすごく多いという結果が出て、定員が足らなければ市としてどう

しますかということを市長に答申することがこの会議の役割となり

ます。 

おっしゃっている一過性とは、恐らく 4 月当初に転勤などで沢山の

方が転入して来られる、一時期に沢山転入され一部の地域が急激の

増加したら、保育所などの受入れなど対応ができませんので市全体

をひとつとして考えれば、柔軟に入所調整ができることから区域を

ひとつにすればどうですかという説明をされています。事務局で補

足があればお願いします。 

 

事務局 

上手に説明できませんが、この計画は、子ども・子育て支援法の成

立を受けて策定を進めています。この法律は元々どのようなものか

と言いますと、幼稚園や保育園の保育教育サービスをみんなが同じ

ように平等に受けられるようにしましょうというのがひとつの目的

です。もうひとつは保育園に行けない待機児童を無くしましょうと

いうこのふたつが大きな目的です。これを受けて設定をしようとし

ている区域は、それぞれの区域の中で例えば待機児童を無くそうと

か、施設整備をしましょうとかいうことの議論が前提となりますが、

極端な話をしますと伊吹地域だけに限定しますと認定こども園しか

ありません。ここでアンケート調査をした結果、幼稚園に行きたい

保育園に行きたいと個別な所に行きたいという希望があった場合、

認定こども園だけしかないので逆に言えば認定こども園しか行けな

い、そういうときにわざわざ保育園を作らなくてはいけないのかと

いうことになります。そのため、大きなエリアで例えば米原市全体

で考えると幼稚園とか保育園はありますので通園できますし、待機

児童についても柔軟に対応ができます。また、一過性についても現

状として言えるのは、米原、近江地域に今、住宅団地ができていま

すがそのことで子どもたちが急に沢山増えます。そうすると近くの

幼稚園・保育園に入園できず他の園に行ってもらわなくてはいけな



 

 

くなりますので、そのためそこにわざわざ建築して施設を建てなく

ても、何年かしたら子どもの数も減ってくる可能性があるので、市

内全体で区域を設定すれば、その間だけでも待機児童を無くすこと

ができます。また仮に建設した場合子どもが減ってきたときに、空

っぽの建物になってしまうので、そういったことを考えると大きな

米原市ひとつで区域を設定した方が良いのではないかと考えます。

または、もうひとつ提案しています山東、伊吹地域でひとつ、米原、

近江地域でひとつとふたつの区域に分けて、それぞれごとに保育園、

幼稚園、認定こども園を整備していく方が良いのかというふたつの

案を検討する議論をお願いしているわけです。 

元々、米原市というのは４つの町が合併したということで、全て同

じサービスで進めてきたという合併のメリットがあります。そこに

わざわざ地域を分割するよりも、ずっと同じサービスということで

目指して進めてきていますので、そういった連続性も考えられます

から、ここで改めて分ける必要もないのではないかと思います。 

後、新しく保育園や幼稚園などの新規参入についても、例えば伊

吹だけで考えた場合ですと、そこで 100 人定員で例えば 80 人しかい

ない場合 20 人の空きがあると、わざわざ整備する必要がないので、

新規参入ができないことになりますし、定員を増やす必要もなくな

ります。逆に山東の人が伊吹に行きたいということになっても 20

人の枠の中で入れます。それ以上の 30人が入りたいとなったら、市

全体で考えておけば今の保育園や幼稚園の定員を増やすという融通

もできますし、逆に新規参入で子育てを応援したいという事業者が

現れたときも参入ができるということで、米原市としては全体ひと

つとして考えていった方が利用しやすいという思いで説明をさせて

いただきました。 

 

会長 

新規参入については今回若干違う考えを持っていまして、逆に言え

ば人口増加が多い米原、近江地域だけに区切れば新規参入がしやす

いですね。 

もうひとつ視点は、全てに関わる大人とお金の話なので、子どもの

視点から見たらどうかということですね。ひとつの大きな施設にす

ると距離が遠くなりバスなど通園にも時間が掛かるので、子どもに

とっては余り良くないかもしれない。本来ならば歩いて 5 分、10 分

の近くの保育園、幼稚園があれば良いのですが、後は人とお金の話



 

 

になってきますので、一番良いところで折り合いを付けていくこと

が重要ですね。 

 

事務局 

最終決定ではありませんが、今会長がおっしゃった複数区域にする

最大のメリットは利便性の向上だと思いますし、逆にひとつの区域

にするメリットは柔軟性だと思います。柔軟性と利便性のどちらを

取るのか、メリット、デメリットを比較して議論いただければと思

います。 

 

委員 

もしふたつの区域になった場合、保育所、幼稚園の利用を考えたと

きはふたつの区域で同じサービスを整えなくてはいけない。それが

ひとつの区域であれば保育所、幼稚園の間で調整を付けながらやっ

ていける。ふたつにすると同じサービスがどちらにも必要になって

くるという認識であると思う。例えば一時保育の場合は、ふたつの

区域であれば、それぞれの区域に同じように必要となる。区域がひ

とつであれば米原市全体としてどのようなサービスを整えれば良い

か、また、病児保育であればどこに設置したら、みんなが利用でき

るかというような議論になるのかと思う。 

 

会長 

子どもの発達にとっては、大きな園の中で小グループに分けて保育

した方が良いと最近言われていますので、米原市の１案の方が大き

な園になります。大きな園がなぜ良いかというと設備が整っている

ということなので、大きな園で、小グループで保育した方が良いと

いうことが最近分かってきていますので、１案の市全体で 1 区域に

した方が良いのかと思います。 

保育士不足など問題もありますので、大きな園で運営していった方

が良いのかと思います。また子どもとのコミュニケーションのこと

もありますので、メリット、デメリットを考える必要もあります。 

 

委員 

保育士数の話は、子どもの人数に対して保育士の配置数も決まって

いますので、園の規模が大きい小さいではなく、保育士確保が前提

だと思います。多分米原市を一区域にした場合、今と変わらない場



 

 

所で幼稚園や保育所を設置されると思うのですが、例えば伊吹地域

に住んでいても親さんが勤めの都合で勤め先に近い保育園に預ける

ということもあると思うので、伊吹に住んでいても米原に勤めてい

るので米原に預けたいということがしやすい点では一区域が良いと

思います。 

 

会長 

保育士は慢性的に不足しているという現状ですが。 

 

委員 

それは分かっていますが、そこは確保しなければいけない。 

 

会長 

それ以外にご意見はありますか。 

それでは、米原市全域を一区域として計画を進行してください。よ

ろしいでしょうか。 

 

一同 

 特に無し。 

 

会長 

それでは、米原市全域を一区域としてその方向で進めてください。 

 

会長 

それでは議題の３番に行きたいと思います。 

「子ども・子育て支援事業計画の構成内容（案）について」事務局

から説明お願いします。 

 

（３）子ども・子育て支援事業計画の構成内容（案）について 

 

事務局から次の資料について説明 

【資料３】「子ども・子育て支援事業計画 計画骨子のイメージ」 

 

会長 

ありがとうがざいました。ただ今の説明について、ご質問やご意見

がありましたらお願いします。 



 

 

委員 

誰のための資料なのかとすごく気になります。先ほど会長から説明

があっても分かりづらいところなので、数字だけを表示するのでは

なく、もっとビジュアル化して分かりやすく資料が描けないかと思

う。先ほどの区域設定についても分かりづらいので、例えばひとく

くりにした場合には利点はどうだとか、もっと見やすい計画という

か資料ができないのかと思います。 

 

会長 

事務局の方でまた検討してください。それ以外にありますか。 

 

委員 

５年前の次世代計画の結果がどんなものだったかを知りたいのです

が。 

 

事務局 

第１回の審議会で一番最初にお配りした冊子をご覧ください。 

 

委員 

分かりました。 

 

会長 

それに関連してですが、次世代計画は来年度までで終了ですね。 

 

事務局 

そうです。平成 26年度で終了です。 

 

会長 

目標の未達成の事業は次の計画で再検討が必要なのか、もう必要な

いのかという点について説明をお願いします。 

 

事務局 

当然、それも踏まえながら計画に反映したいと思います。今まで点

検評価は１回目、２回目の審議会で平成 23年度と平成 24 年度の施

策の実施状況をお配りさせていただき説明していると思いますが、

このような形でお示しし、評価いただく形になります。 



 

 

会長 

それ以外にご意見はありますか。 

 

一同 

 特になし。 

 

会長 

沢山の資料が配布されていますし、新しい言葉もいろいろ出てきま

したので、事務局の方も工夫をしてできるだけ分かりやすい資料の

作成をお願いしたいと思います。 

 

会長 

本日の議題は全て修了しましたので、議事の方を事務局へお返しし

ます。 

 

３．その他 

 

 ［事務局から第４回審議会を平成 26年５月 29日（木）に開催す

る旨、説明をしました。］ 

 

４．閉会あいさつ 

[ 岩山理事 ] 
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