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会 議 録（要点筆記） 

 

会  議  名 第６回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成26年10月8日（水） 19時00分～21時15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、竹中礼子副会長、山本百合子委員、福永ひろみ委員 

三原作之委員、須戸三重子委員、伊藤治夫委員、髙橋淳一委員、 

伊藤理乃委員、山田裕美委員、木船満千子委員 

 

欠席委員 ： 4人 

永田かおり委員、吉田兼次委員、赤尾真樹子委員、谷口みゆき委員 

 

事務局 ： 10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、樋口晃一、押谷諒 

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） 子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」と 

「確保方針」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。 

・米原市子ども・子育て支援事業計画案の検討 
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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 

  ・第５回会議禄の公表 

   

３ 議題 

（１）子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」と「確保方針」

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・子育て支援事業計画における「量の見込み」と「確

保方針」について 

 

会長 

内容が多いので分けて議論をしていきたいと思います。 

まず、資料１の 4、5 ページの幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制

について御質問・御意見があればお願いします。 

４ページの表の一番下の②-①の欄で、△で表示されている数値は、待機児

童の発生が見込まれるという数字になります。今の計画を見ると平成 27

年度は３号認定で△17 人と△39人ということで、計 56 人が入所できない

かもしれないという数字になっています。平成 31年では全員は入所できる

ということで、子どもが減ってくるのと併せて若干確保数が増えるという

状況になってきます。この審議会で待機児童を残したままにするのか、予

算などの関係もあるので５年間で改善していくのか検討の必要がありま

す。 

 

委員 

「提供体制確保の考え方」の中には、公立保育園が５園書いていますが、

昨日の近江地域での説明会の中で、近江にし保育園と近江ひがし保育園は

（仮称）おうみ認定こども園になりますが、民間園の（仮称）チャイルド

ハウス近江が旧にし保育園を利用してそのまま保育をされるという説明が

されました。既に入所に関する配布資料の中でも保護者に周知されている

ので、この考え方のもう１つ先に進んでいるのではないかと思います。む

しろ△17人のところが保育園としては、定員が割れする園が出てくるので
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はという考え方になるのではないかと思います。 

 

会長 

いかがですか。 

 

事務局 

この提供体制、確保方策の数値を算出するのに当たりまして、先程申しま

したように園ごとに細かい積み上げをしています。例えば、現在整備され

ています柏原保育園、長岡保育園の整備後の定員を見越して確保方策を算

出しておりますし、（仮称）おうみ認定こども園が完成した後の 450 人規模

の定員で確保方策を算出しています。お話がありました近江にし保育園を

利活用して開園される予定の施設についても、０歳児から２歳児は 30 人、

３歳児以上が 30 人の計 60 人と想定し、この数値を見込んでいます。民間

保育園におかれましては、これ以上根拠なく利用定員を大きくすることは

できないため、公立保育園で面積の上限まで受けられるところは、更に定

員を増やした形で積み上げをし、ようやく平成 31年度には１、２歳児の待

機児童が０人ということになります。 

 

会長 

（仮称）チャイルドハウス近江も数値に入っているわけですか。 

 

事務局 

入っています。 

 

委員 

それならば、５ページの説明にもそういった文言がないと整合性がないの

ではないですか。 

 

会長 

これは確保方策の考え方なので、基本的な考え方しか書いていません。確

保方策の具体策については、別途記載されるのですか。例えば、どこの園

がこういった理由で定員が増えますという数字など、資料はありますか。 

 

事務局 

積み上げをした資料はあります。 

 

事務局 
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５ページの下から６行目に書いていますように「既存の公立幼稚園と公立

保育所を幼保連携型認定こども園に移行することなどによって、提供体制

を確保していることを想定しています」ということで、全てを網羅させて

いただいております。 

 

会長 

確保方策の考え方ならば会議できっちりと数字を出された方が良いような

気がします。具体策にどこの園がこのように増えていくと、このようにな

っていきますというように、数字が出ると実際にやって行かなくてはいけ

ないというハードルが上がったりしますが、検討しておいてください。考

え方だけならもっと短い内容でよく、園名は必要ありません。 

次の議論に入りたいと思います。 

資料１の６ページから 12ページの地域子ども・子育て支援事業の量の見込

みと提供体制についてですが、(１)から(11)まで事業があります。 

まず私から６ページの(２)の表で、上の単位が「人日」、下が「か所」とな

っており、単位をそろえないとおかしいのではないかと思います。 

１か所で何人くらい預かれるということで数字が対応させた方が分かりや

すいと思いますが。 

 

委員 

私は、地域子育て支援センター事業に携わらさせていただいていますが、

利用者がどれだけあって、相談回数がどういう内容でどれだけあったかと

いうのは、毎月報告させていただいているので、数字が出せないことはな

いと思います。 

 

会長 

全ての表の作り方がそうですが、確保方策の考え方なのか、確保方策なの

か曖昧なのですよ。考え方だったら考え方なので。先程の議論と一緒で、

１か所で何人、年間で何人というように数値として明記されないと、確保

方策としては判断できないと思います。 

 

事務局 

６ページの（２)地域子育て支援拠点事業のニーズのところの「人日」「か

所」は、基本的に国から求められる調査がこのような形なので、それに準

じて作成しているところです。別途一枚ものの資料を御覧いただきたいの

ですが、２番の地域子育て支援拠点事業の過去の数年間の実績値を見ると、

直近の平成 25年度の実績で 11,260 組の年間利用があります。ですから、
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今の４か所の提供体制で平成 31 年度まで十分対応できるということで、こ

の４か所という数字を入れているわけです。 

 

会長 

説明の整合性が余りありませんが、それだったら量の見込みも４か所にし

ておけば良いのであり、確保方策を４か所と書く必要性はないのではない

ですか。 

 

事務局 

確認して次回報告させていただきますが、全国的に他の自治体もこのよう

な作り込みをしています。先生が会長をされている東近江市はどのように

されていますか。 

会長 

１か所で何人の実績があり、このような人員配置で、このような対応をす

るという具体的な表現をしています。 

 

事務局 

地域子育て支援拠点事業については、委員がおっしゃったように実績の報

告はいただいていますので、数値は把握しています。当然、国の補助も充

当していますので、しっかりした数字は出ています。全ての支援センター

で全日平均 10組から 30組ぐらいは利用されており、地域によってバラツ

キがありますので、それぞれ積み上げた実績とアンケートでの利用見込み

の結果でニーズ量は算出しています。表現は別にして数字的には把握して

いるので、４か所で全てのニーズを対応できるという仕組みの表になって

います。 

 

会長 

７ページの(４）乳児家庭全戸訪問事業は 100 パーセントということです

が、これはどのような方法で 100 パーセントになっているのか、その辺り

が確保方策として書かれるということではないのですか。 

 

事務局 

先ほど申しましたように、現在保健師や担当職員が全ての家庭を訪問して

います。基本的に見込数は出生数を記入しており、拒否される御家庭もあ

りますが、基本的に生まれたお子さんの家庭を全て訪問し、確実に対応し

ているということで、確保方策の 100 パーセントという数字になります。

考え方の下２段に書いていますように、こういった訪問で提供ができると
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いう表現で明記しています。 

 

会長 

確保方策の考え方ならばこれで良いのでしょうけれど、確保方策ではない

ですよね。保健師が何人いて、例えば何世帯訪問してという具体的な数値

が明記されていないのでは。 

 

事務局 

そのような数値は資料として把握しています。 

 

会長 

９ページの(８)一時預かり事業ですが、量の見込みは年間人数ですか。算

出はどのようにするのですか。 

 

事務局 

一時預かり事業の量の見込みについて説明いたします。２号認定の利用に

よるサービスの中身についてですが、幼稚園でいわゆる通常午前中保育が

終わった後に、例えば午後までお子さんを預かるという事業を想定してい

るわけですが、御承知のように幼稚園を利用するためには、１号認定を受

けなくてはなりません。ここで書いてある２号認定による利用というのは、

あくまでもアンケート的な視点で２号認定の利用というのは、両親が共働

きで保育の必要性があるにもかかわらず、幼稚園を利用される方を想定し

ています。資料 1 の教育・保育施設の 4 ページで平成 27年度 2 号認定の３

歳児から５歳児のところで幼希望と書いてありますが、これは本来なら２

号認定を受ける資格があるにもかかわらず、幼稚園を希望されている方が

108 人ぐらいいるという見込みです。一時預かり事業の９ページのところ

も約 26,000 人と出ていますが、アンケートそのものが国の示した内容の質

問を使ってニーズ量を出し、一定の方式によって算出している数値です。

この約 26,000 人の算出の仕方は、108 人の子どもたちは一時預かりを想定

した場合は、多分幼稚園が午前中終わったら、午後家に帰ったら面倒を見

てくれる両親は働いているわけですから、この子たちは全員一時預かりが

必要あると、しかも毎日必要であろうと、従って計算としては、この 108

人の子どもが年間250日一時預かりを利用する想定で約26,000人となるわ

けです。このニーズ量は国が示している算出の方法ですが、実態をよく考

えてみると、両親が共働きで本来であれば保育園を利用せざるを得ない御

家庭だと思うのですが、幼稚園を利用されるということは、多分おじいち

ゃん、おばあちゃんが同居されて居るとか、御近所に面倒を見てくれる方
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が居るとか、幼稚園の利用ができるという御家庭だと思われます。だとす

れば、国が考えているように保育の必要性があるにもかかわらず幼稚園を

利用されるお子さんが、年間 250 日一時預かりを利用すると考えるのは、

余りにも無謀ではないか、つまり言い方を変えると国が言っているやり方

で算出しているので約 26,000 人という数はかなり大きく見込みすぎてい

るということです。 

資料の確保方策を空欄にしているのは、正にこの考え方でありまして、国

が見込んでいるように大きい数字のまま計画にして良いのか、皆さんもお

考えが一緒だと思いますが、この量を確保するための職員の手当やそれを

計画してやっていくのは、余りにも無謀だと思います。そのため実態に応

じた検討を加えるため、空欄にさせていただいている状況です。 

 

会長 

次に 12 ページの放課後児童健全育成事業で、平成 27 年度から平成 29年度

までは、若干待機児童が発生するという理解でよろしいですか。 

 

事務局 

登録者数から判断するとそのとおりです。しかし、学童というのは登録者

全てが毎日利用されるものではなく曜日によって異なるため、定数として

は超えていますが、実際に来られている人数は減ってきている状況です。

この見込数は、延べ人数として理解していただければ良いかと思います。 

現在も登録者数は多いのですが、利用者数は全日にならしますと少なくな

りますので、数字上は待機児童という形になるのですが、実際には受託者

の協力で待機児童は発生させず運営させていただいております。 

 

会長 

アンケート調査の結果と実態とは少しかけ離れているので、議論の中でど

こまで見込んでいくのか非常に難しいとは思いますが、この確保方策の数

値は今日で確定するということではありません。今の事務局の御提案は、

私としては妥当かなと思いますが、皆さんのお考えはいかがでしょうか。

その辺りを含めて自由に御意見を頂戴したいと思います。 

 

委員 

一時預かり事業については、私も民間として携わらせていただいており、

数は少なくても希望が多いというのは感じています。10 ページですが、幼

稚園以外における一時預かりの量の見込みに対し、確保方策については未

記入となっていますが、どのようにされるのか関心があります。また、病
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児・病後児保育を平成 28 年度に充実させるよう考えてくださっているの

で、利用者にとってはありがたいと思いますが、実績がないということは

逆に大変利用しにくいという制度になっているところがあるかと思いま

す。何日か前にお医者さんの診断書を持って来るなどいろいろな制約があ

る中で、お金も発生しますが病気というのは急に起こる中で利用するのか

というところが大変難しいだろうとは思います。 

実際園ではお薬を持って無理矢理登園されている、それをまた受け入れて

いるといる実態もありますので、その辺りの事業のやり方は、一人一人の

ニーズに応えていかないと利用しにくいのではないかと感じます。また一

番最初の区域のところで、１区域、２区域の比較がありますが、今後、検

討するのか。また、経緯がどうなっているのかお聞かせください。 

 

事務局 

提供区域については、資料１の２ページの一番下に、「全市を１提供区域と

することにします」と明記しており、第３回の審議会で議論いただき市内

を１区域として進めることで御決定いただいています。 

２ページと３ページは計画書の作り込みの中で、１区域にした場合と２区

域にした場合との比較を示して議論した経過を、資料的な形で記載してい

ると御理解ください。 

 

委員 

資料１の 12 ページの放課後児童健全育成事業の数値の中で、神戸のような

事件の影響を受けて、５･６年生でも家に子ども一人で置いておくと危ない

ということで、必要に応じて利用する保護者が増えることもあり、待機児

童が増えることがあるのではないかと思います。そのため、アンケート調

査のニーズ量も変動し、また地域によっても格差が出てくると思います。 

 

会長 

御意見のとおりニーズ量の数値は小さいかもしれないが、この数字をどの

ように見ていくのか難しいなと感じました。 

 

委員 

病児・病後児保育事業の中で平成 28年度から事業開始予定の米原市地域包

括医療福祉センターは、どこで実施されるのか決まっているのですか。 

 

事務局 

旧ふたば幼稚園の跡地で施設を建設整備しています。 
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委員 

ニーズ量や看護師の配置などの関係もあり、実施場所が１か所だと思うの

ですが、例えば私の子どもがもし病気になって、そこに預けるとしたら行

ったことのない所なので嫌がると思います。実際に子どもを預ける側とし

ては、こういう所には預けにくいので、あまり利用しないという気がしま

す。本来ならいつも利用している園の中で保育室などに設備を整備した方

が安心して親も子どもを預けられると思います。 

 

事務局 

現在、２か所の保育所で病後児保育だけ実施していますが、実際には看護

師や専任の保育士など人的な配置が整ってないので、利用しづらいのが現

状です。今後は、基本的に医療施設に併設した病児・病後児保育施設とし

て確保しますので、そこで診察していただいたらそのまま預けられる仕組

みとなっているので、各段利便性が向上すると思います。 

 

委員 

資料１の４ページで、表の見方がまだ理解できず分からないのですが、量

の見込みと提供体制で①の量の見込みに対して、②の保育園とか幼稚園の

施設の定員がどうかという見方をしたら良いのでしょうか。５ページの下

の方に「本計画では各施設の定員ベースで供給量を設定しています」と書

いてあるので、例えば平成 27 年度から平成 28年度で利用定員が数人増え

ているのはどういう考え方なのですか。また、待機児童が増えることへの

対策が、提供体制確保の考え方の下から５行目の「幼保連携型認定こども

園に移行することで対応する」というように読めるのですが、他に具体的

な方法があれば説明してください。さらに６ページ以降の表は、先程の４

ページの量の見込みと確保の内容との対比とは異なり、確保方策に変わっ

ているので対比がしにくい印象を受けました。例えば 6 ページの(2)の地域

子育て支援拠点事業では量の見込みが約 4000 人に対し、確保方策が４か所

とあるので、４か所で約 4000 人の能力があると見るのか、対比が分かりに

くくなっている。 

 

事務局 

4 ページ、5 ページについて再度説明します。②の確保の内容の認定こども

園、幼稚園、保育園（特定教育・保育施設）の部分は、利用定員の数値で

す。1 号と 2 号の部分のうち幼児教育を希望される方は 1 号となるので、

それを合せた部分が平成27年度は470人という利用定員枠があるというこ
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とになります。2号認定の保育所の部分は 649 人、３号認定の０歳児の 68

人、１･２歳児の 298 人が保育所として市内で枠があるということになりま

す。5ページの提供体制確保の考え方は、認定こども園に移行することや、

定員増を基本として施設改修を進めておられる園の上乗せ、更には近江に

し保育園施設を利活用して開園される園の数値の上乗せを加味して、平成

27 年から平成 31 年までの確保の内容、その算出の特定教育部分を利用で

きるよう設定を見込んでいるところです。 

 

会長 

小規模保育事業なども含めて確保策を見込んでいると推測してよろしいで

すか。 

 

事務局 

②の確保の内容のところで地域型保育の欄が、全て未記入で表示されてい

ますが、この箇所が家庭的保育や小規模保育になります。市としては、認

可できるように基準条例を制定したのですが、民間の参入は見込まれない

であろうという予測の下で平成 31年度までは確保方策として、数値を見込

んでいません。 

 

会長 

分かりました。 

 

事務局 

今の確保方策の補足ですが、6 ページ以降表のつじつまが合わないのでは

ということですが、元々、子ども・子育て支援法が制定された趣旨は 2 つ

あります。１つ目は保育園で全国的に待機児童が増えていることから、待

機児童を無くすことと、質の高い保育教育を総合的に提供することが１点。

もう１つは、併せてそれ以外の様々な地域子育て支援に関する事業のサー

ビスを充実するということの２本が大きな目的です。資料の４ページ、５

ページはどちらかというと、保育園・幼稚園の待機児童を無くしていこう

という取組を明記していますし、６ページ以降は子育て支援のサービスを

充実していくということで、どちらかと言えばこのような事業を実施して

いくという内容になっており、極端に言えば実施するかしないと思います。

ただ、12ページの放課後児童健全育成事業については待機児童を無くすこ

とが目的ですので、はっきり方策で待機児童の解消に向けて数値を明記し

ています。それ以外については、どちらかというとサービスを充実すると

いうことで、実際米原市のように今まで実施していないファミリー・サポ
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ート・センター事業や利用者支援に関する事業などの事業を初めて取り組

んでいこうという市の姿勢も含めて１か所と表示している事業もありま

す。 

 

会長 

ありがとうございます。 

 

委員 

今の説明の中で５ページの下から６行目辺りからの現在供給が足りていな

い部分の３号認定の児童に対しては、認定こども園に移行することによっ

て解消されるのではなく、利用定員を増加することによって解消されると

いう説明をされたと思いますがよろしいでしょうか。 

 

事務局 

こうすることなどによって、提供体制において利用定員を確保するという

意味合いの表となっています。 

 

会長 

幼稚園と保育園の利用定員は変わらないのですか。 

 

事務局 

増えます。 

 

会長 

認定こども園によっても利用定員は増えますけれど、幼稚園・保育園の利

用定員が増えるのであれば、そのことも明記すればいかがですか。 

 

委員 

そういうことですね。 

 

委員 

４ページの表でたちまち来年度の待機児童がこれだけ見込まれているのに

対して、何とか臨時保育士の採用などをし、少しでも待機児童が減るよう

な方策を取ってほしいと思います。この計画とは別に、来年度予算措置な

どで確保してもらえれば良いのではと思いますし、５年間に待機児童を０

人にする見込みとなっていますが、実際はそれよりは少なくなるように方

策を考えてください。６ページ以降のニーズ量と確保方策の表現は、もう
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一工夫されないと一般的には理解しにくいと思います。 

 

委員 

９ページの（８）一時預かり事業、10ページの（９）時間外(延長)保育事

業、11 ページの（10）病児・病後児保育事業で平成 27 年度の量の見込み

数値から次年度は一旦減少傾向となり、その次の年にぶり返して数値が高

くなったり変動しているのは、何か理由があるのですか。 

 

会長 

これは、小数点以下の数字を丸めることによる誤差でよろしいですか。 

 

事務局 

人口推計の中で、就学前の人口が平成 28 年から平成 29 年度にかけて上が

っており、また平成 29年度から平成 30年度にかけて下がっていく。その

ため、元の掛けているデータが上がっているので同じように変動していま

す。 

 

会長 

分かりました。子どもの人口が若干変動しているので、それに係数を掛け

るため同じように変動しているということです。 

 

委員 

私なりに子育てについて考えていたのですが、子どもが小学校通学と認定

こども園を利用していますが特に不便は感じておらず、むしろすごく満足

させていただいています。私の小さい頃に育った環境と比べて何が足らな

いか、考えてみると私は自然の中で行ったキャンプファイヤーなどの思い

出がすごく印象深いのですが、今の子どもたちはそういった体験や経験を

していないと思います。そのような支援も必要なのではないかと考えてい

ます。 

 

委員 

子ども会ではそういった活動もやっています。市子連ではいつでも役員を

募集していますので、是非参加してください。この間もふれあいの里フェ

ステバルというイベントを開催し、ものつくりの体験などを行ったところ

です。 

 

委員 
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言いたいのは正にそこです。やる人がいないということに気が付いて、人

が来たり活性化する支援ができないのかと感じていたところです。 

 

委員 

保育園や学童クラブの待機児童が出るというデータに対する対策は、何か

するとした方が良いのではないかと思います。先ほどの説明を聞けば確保

の方法が理解できますが、このように数値のみを資料として出すのは少し

疑問に思います。 

もう１つは８ページの言葉で、「養育支援が特に必要な家庭」とは具体的に

どのような家庭を指しているのか説明をお願いします。 

 

会長 

直ぐに資料は出てきますか。 

時間もありませんので、次回でも結構です。 

 

委員 

私は、時々地域子育て支援センターへ寄せていただいており、そこの先生

がとってもやさしく保護者に寄り添って見てくださり、そこで救われてお

られるお母さんが沢山いらっしゃることが有り難いと思います。でも問題

なのは、そこに入れてもらえない人を市としてどのような形で救い上げて

いくのかということと、養護支援を必要とする家庭が多いことです。それ

からもう 1 点は、放課後児童クラブについてですが、保育園でも幼稚園で

も面積を増やせば定員は増やせるという意見がありますが、やはり適正な

人数があると思います。人数が多ければ、日々の子どもたちに対するケア

が必要になりますし、また何かするにしても少ない人数の学童クラブなら

日常的に子どもたち同士で楽しく活動できていることが、大きな学童クラ

ブでは一大イベントのようになってしまう感じがして、やはり適正な人数

というのは大事だと思いました。 

 

事務局 

最後に、先ほど御質問のあった養育支援だけ説明させていただきます。養

育支援とは、育児のストレスや産後うつなどのノイローゼになられ子育て

についての不安を抱えておられるお母さん方の家庭を訪問して、様々な指

導をしたりアドバイスしたりする訪問事業です。これが先ほど申しました

10 件程度の家庭を毎年訪問している事業で、場合によっては同じ家庭を 10

回訪問したりして、トータルで年間 60回の訪問実績となっています。言い

換えれば子育てに不安を抱えておられる特に生まれたてや小さいお子さん
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の家庭を支援する訪問事業となっています。 

 

会長 

ありがとうございました。委員から御意見がありましたように私が一番気

になっているのは待機児童としてマイナスの数字が出ていることに、何か

説明を添えて事業を展開するなど、少しでもケアできるような方策ができ

ればと思います。その辺り非常に難しいかとは思いますが、要望しておき

たいと思います。 

それでは議事を事務局の方にお返しします。 

 

事務局 

ありがとうございました。最後にその他として、前回説明しました資料 2、

３、４の３つの条例について、９月の議会で可決されたことを御報告させ

ていただきます。 

[事務局から第７回審議会を平成 26年 11 月７日（金）に開催する旨、連絡

をしました。] 

 

竹中副会長 

[閉会あいさつ］ 
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