
 

 

会 議 録（要点筆記） 

 

会  議  名 第４回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成26年5月29日（木） 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 ： 12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、 

髙橋淳一委員、伊藤理乃委員、谷口みゆき委員、木船満千子委員 

 

欠席委員 ： ３人 

伊藤治夫委員、赤尾真樹子委員、山田裕美委員 

 

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、樋口晃一、池田昌司、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）量の見込みについて 

（２）子ども・子育て支援事業計画の基本理念について 

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。 

・子ども・子育て支援事業計画の計画骨子 

・素案の検討 



 

 

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 

 

３ 議題 

（１）量の見込みについて 

 

事務局から次の資料について説明 

【資料１】「計画書の構成比較」 

【資料３】「量の見込み」補足資料１ 

【資料４】「量の見込み」補足資料２ 

 

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 

資料 1 のニーズ量の分析の中で、幼児期という表現が０歳もしくは１歳と

いうのが入っているので若干違和感があるのですが。 

 

事務局 

基本は国の表現と同じ言い方で、要は乳幼児期のことで就学前を表してい

ます。 

 

会長 

分かりました。 

 

会長 

資料の３ですが(1)教育・保育施設および事業の表の下で１号認定は幼稚園

のことですね。 

 

事務局 

はい、幼稚園です。 

 

会長 

２号認定は保育所ですね。 

 



 

 

事務局 

保育所なのですが、中には幼稚園を希望される方がおられるということで

幼稚園の表記をしています。基本的には保育所に入る資格がある方なので

すが、２号認定されていても例えばお父さん、お母さんで資格の判断をし

ていますが、おじいちゃん、おばあちゃんが居られれば幼稚園に入園され

る場合もあります。 

そのため、（1）の表の２番と３番は２号認定で、幼稚園の場合もあります

し、保育所の場合もあるということで、２段書きで明記しています。 

 

事務局 

もう少し詳しく説明すると、１号認定は基本的に保育の必要性がないご家

庭で幼稚園を利用され、２号認定は両親の就業状況から保育の必要性があ

るので、保育所を利用する資格があると考えてください。この中で２号認

定の幼稚園と書いてあるのは、確かに制度的にはありませんので、幼稚園

を利用させる方は例外なく１号認定となります。しかし２号認定で（幼稚

園）と記載してあるのは、アンケート結果から保育の必要性がある家庭で

あるので、保育所を利用できる家庭であるけれども、幼稚園を利用したい

と答えておられる家庭があるので、ここに表示されているとご理解いただ

きたいと思います。 

 

会長 

分かりました。 

次に資料２について説明をお願いします。 

 

事務局から次の資料について説明 

【資料２】「量の見込みについて」 

 

会長 

今の説明について、ご質問、ご意見があればお願いします。 

 

会長 

まず、４ページの下の表でＣ´、35 人とありますがこの 35 人はどこから

出てくる数値ですか。 

 

事務局 

本日の資料の中では１つのものを系統立てて、数字を追いかける形の資料

にはなっていませんので、35 人の根拠は出てきませんが、出し方としては、

４ページの上の表を見て頂くと０歳から就学前までですので、０歳から５



 

 

歳までの合計は平成 27 年度ではこのように見込んでいますということを

表しています。 

 

委員 

併せて利用意向率の 87.5 パーセントは、どこから出てきた数字ですか。 

 

事務局 

これはアンケート結果の数字そのものです。アンケートで、「平日どういう

施設を利用したいですか」という質問をしており、その中で幼稚園、認定

こども園にマル印を付けた方の割合があります。Ｃ´のタイプの中では

87.5 パーセントがマル印を付けられ、同じようにＤという家庭では 79.7

パーセントの方がそこにマル印を付けられたという結果です。 

 

会長 

５ページの下の表で、現在と潜在とありますが、アンケートで２つに対し

て質問があったわけですが、潜在の方を活用して数字の算出をされている

のですか。 

 

事務局 

そういうことです。 

 

会長 

13 ページの下の表は、推計値はコーホート法により算出されていると思い

ますが、例えば 1号認定の比率は 26.8 パーセントで全て同じ数値になって

いますが、その下の３号認定の０歳のところは若干数字が変わっていきま

すが、この違いはなぜですか。 

 

事務局 

表の数字は、今回実施したアンケート結果による推計に基づいています。

アンケートの中で今回把握したかったのは、今の状況ではなく将来保育所

や幼稚園を利用したいニーズはどのくらいあるかということなので、今パ

ートタイムで働いているお母さんに対して、将来フルタイムに意向したい

かを質問しています。基本的に将来という形でお答えいただいていますが、

それが具体的に１年先なのか５年先の話なのか、全ての質問に対して曖昧

になっています。国の基本的な考え方としては、今回策定する計画は平成

27 年度から平成 31 年度の５か年の計画ですので、将来に関してはどの年

度も同じ扱いというのが当初の考え方でした。つまり平成 27 年から平成

31 年の間で変化を持たせるという考え方がそもそも無かったため、基本的



 

 

には平成 27 年から平成 31 年まで区別することなく、アンケートは１つの

将来の利用意向ということでの質問となりました。そのためそれぞれのサ

ービスによってパーセンテージが違いますが、年度が変わってもほぼ同じ

数字になっているわけです。 

今、ご指摘いただいた３号認定の０歳だけ他に比べると数値が変動してい

ますが、他とやり方が異なるのではなく、この家庭類型の絡みでそもそも

母数が少ないので、１人、２人の数字の違いが割合として見たときに大き

くなるケースがあります。そういう誤差の中で、結果として最終的に表示

をするとこのような違いが出てきていますが、基本的な考えとしては、今

は平成 27から平成 31までの割合で見るという考え方で算出しています。

今後、検討する中で、将来意向など多少の調整が必要になってきます。 

 

会長 

少し分かりにくいのですが、例えば１号認定の幼稚園の数値を比べると、

12 ページの表は年度ごとに少しずつ数値が変動していますが、13 ページの

表の数値は、なぜ同じままなのか分かりません。 

 

事務局 

13 ページの表はあくまで人数ベースでの数値ですので、基本的に子どもが

減れば少なくなります。先ほど見ていただいた５ページの将来のそれぞれ

の年齢別の児童数の増減の影響を受けています。仮に０歳児の 50パーセン

トの子どもが利用するとしても、この０歳の子ども自体が将来推計の中で

増えている年は多くなり、減っている年は少なくなるということになりま

す。なおかつ、今回の場合はそれを家庭類型別に積み上げていますので、

若干違いが出てきています。 

下の表のパーセンテージはなぜほぼ一緒なのかといいますと、ニーズ量の

割合を年度に関係なく一定と考えているため、ほぼ同じになっています。

ここでは、子どもの人口に対する割合を示していますので、基本同じにな

っています。 

 

会長 

国が示した算出方法で計算しているのですか。 

 

事務局 

はい。 

 

会長 

14、15 ページの４地区別の資料は何か意図があるのですか。提供区域の設



 

 

定として、米原市は１つで進めていくので４地区別の見通しは必要ないと

思いますが。 

 

事務局 

参考資料として添付しています。基本は１つの区域で考えています。 

 

委員 

アンケートの人数と回収率を再度お聞かせください。アンケート結果がど

れだけ実態を把握しているのか、あくまで推計と言われれば別ですが、基

本となる数値であるなら実態をきっちりと表していると言えるのでしょう

か。 

 

事務局 

就学前のお子さんと小学生のお子さんの２種類に分けて、それぞれ 1,000

人ずつアンケート調査を実施しました。就学前が480人で48.0パーセント、

小学生が 488 人で 48.8 パーセントと約半数の回答率でした。 

 

委員 

そこから割り出した数値は、実態を表していると言えるのでしょうか。 

 

事務局 

通常４割から６割程度の回答があれば、統計上は調査結果の傾向が把握で

きるそうで、サンプル数としては十分だそうです。 

 

委員 

「´」が付いているパートタイムも国が示しているものと思いますが、時

間数に応じて分ける根拠はどういうことからですか。 

 

事務局 

パートタイムについては、国の議論の中で１つの基準が出ており、月の就

労時間を 48 時間から 64時間の間で、境界線としてそれぞれの市町村が決

定することとなっています。何の境界線かといいますと、例えば月に 48

時間と決めた場合は、月に 48時間働いていないと保育の必要性がないと考

えます。月に 48 時間以上働いていたら保育の必要性があるという境界線に

なります。当然 48時間と 64 時間の間は、自由にそれぞれの市町村の実態

を踏まえて決めれば良いのですが、48 時間の場合と 64 時間の場合はどう

違うのかといいますと、48 時間とした方がそこに住んでおられる市民にと

っては保育が受けやすくなります。現状から申しますと、東京や都市圏は



 

 

比較的 48時間に設定しているところが多いため、逆に言うとそのために待

機児童が多いのではないかという批判があります。 

今回米原市では 48時間というラインで集計しており、今回のアンケート結

果のニーズに基づいています。 

 

会長 

米原市は 48 時間で進めるわけですね。 

 

事務局 

はい。 

参考までに調べたのですが、横浜市や川崎市は 64 時間と関東地方では 64

時間が多いです。48 時間は伊勢原市や中井町などがあります。関東ではほ

とんどが 64 時間ですが米原市は 48時間と低い基準を設定していることを

ご理解ください。 

 

会長 

親切な市ということですね。 

仮にですが量の見込みと実態はどのくらい離れているか分かりますか。例

えば 12 ページの 3号認定の０歳が 130 人ですが、実際、現在０歳児は何人

いらっしゃるのですか。 

 

事務局 

５月１日現在の保育所の入所状況ですが、０歳児は市内全体で 27人という

入園数です。 

 

会長 

１、２歳児はどうなっていますか。 

 

事務局 

順番に申しあげますと、１歳児が 117 人、２歳児が 150 人、３歳児が幼稚

園、保育所含めて 307 人、４歳児が 386 人、５歳児が 350 人で総合計が、

1,337 人です。 

 

会長 

そうすると０歳児が随分と離れていますね。そのように実態とアンケート

の数字は多少違うということです。 

 

事務局 



 

 

参考までに０歳児は、市の公立保育所ですと生後５か月からしか入れませ

んので、途中入所が一番多いです。平成 26 年３月１日現在の２か月前では、

０歳児は最終 72 人でした。予約を入れますと今年度は現在 69 人となりま

す。 

 

会長 

現在の待機児童はありますか。 

 

事務局 

５月現在では、待機児童は０人です。 

 

会長 

よろしければこの辺りで、質疑を終了して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 

異議なし。 

 

会長 

それでは２つ目の議題に入りたいと思います。 

「米原市子ども・子育て支援事業計画の基本理念について」を事務局から

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の「基本理念」について 

 

事務局から次の資料について説明 

【資料５】米原市子ども・子育て支援事業計画の「基本理念」について 

 

会長 

ただ今の説明について、何かご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

委員 

非常に分かりやすい説明で有り難かったです。 

 

会長 

その他、全般でもよろしいので何かご質問、ご意見あればお願いします。 

 



 

 

委員 

最終的にどのようにまとめるのかもう少し分からないが、子育てしやすい

環境にするには、保護者が働きやすい保育環境の整備を進めてほしいと思

います。 

 

会長 

10 月頃には内容をまとめていくスケジュールを考えています。 

 

委員 

子ども条例の基本的な考え方や理念はこの計画に継承し、県内一子育てし

やすいまちを目指してほしい。きれいな言葉を並べるだけでなくニーズに

合った内容にしていくべきだと思います。 

 

委員 

基本理念について、保育料の無料化や保育環境の整備など制度だけを整え

ても若い世代の転入や定住促進にはつながらない。 

本当に子どもが安心して育つ環境というのは、サービスを充実するだけで

なく自由に安全に遊べる場所の確保なども必要でありそういった考え方も

広めてほしいと思います。 

 

委員 

私の考えは、育児は男女で協力し合いながらするもので、併せて地域の協

力が得られることが理想だと思っているのですが、現実は女性の負担が大

きいと思います。子どもが熱を出したときに一番に仕事を休まなければい

けないのはお母さんで、現在も変わっていないというのが感想です。他市

のような病児保育のサービスが必要になってきている。また、夏休みの過

ごし方で同じ地域に生まれているのに、障がいを持っている子と普通の地

域の学校に行っている子と過ごし方や支援体制に格差を感じる。障がい児

と健常児が同じ支援を対等に受けられることを望みます。 

 

会長 

病児、病後児保育は子育て支援である 13 事業の１つであるが、米原市では

実施していますか。 

 

事務局 

現在、病後児保育の体制は整えており、平成 28年４月からは病児保育も実

施する予定で準備を進めています。併せて、障がい児の放課後デイサービ

スについても平成 28 年４月から同じ場所で実施できるよう準備している



 

 

ところです。 

 

委員 

計画策定など子どもに関することを決めるときは、子どもの立場で考える

ことが必要です。子ども側の気持ちを親が受け入れられる余裕を持てるよ

うにしなければいけないと思います。 

また、米原市は自治基本条例にあるように、市民、企業、行政など協働の

まちづくりを進めていますが、市民が自主的に動けないようでは実現しな

いので、子どものときから自分で考え、意見が言えて、行動もできるよう

に育ってもらえるようにする必要がある。そのためにも放課後児童クラブ

などのように、一定の場所に何人も閉じ込めて、指導員が付いて見ている

のではなく、本当に子どもが自由に遊べるようなまちにしていかなければ

ならないと思います。 

 

委員 

この計画だけでなく、他の様々な計画と関連性を付けながら、保育所と幼

稚園の整備だけでなく、人づくりや地域づくりの視点からも子育てしやす

いまちにしていく必要があるのではと感じます。 

 

委員 

先ほどの説明の中で資料２の 12 ページの下の表の「人回」と「人日」の考

え方をもう一度説明してほしいのですが。年間これくらい利用するであろ

うという数字ですか。 

 

事務局 

12 ページの表の単位は大きく３種類、「人」、「人日」、「人回」があります。

「人」については基本的に実人数です。何人のお子さんがサービスを利用

するという単純な数字だと思ってください。それ以外の「人日」、「人回」

については、例えば算出単位が人回（月間）と記載されている事業は、１

か月当りに何人、何回利用するかという数字ですので、先ず利用したいと

いう人が何人くらい居るかということをアンケートから求めて、なおかつ、

利用したいという方が１か月に何回利用したいかと答えているかを掛け合

わせています。例えば 10人の人が利用したいと答えていて、1 人平均 2 日

ずつ利用したいと答えていたら 10×2で 20 人回と算出しているので、利用

したい人の人数と利用したい回数を積み上げた数値です。人回（年間）の

場合は、１年間当たりの数値ですので大きな数値となります。 

 

委員 



 

 

こういう調査から米原市の課題が見えてくるように感じました。例えば幼

稚園、保育所等の量の見込みを見ると、米原市の施設の定員から比べると

かなりアンバランスになっているように思います。また資料１の 5 ページ

の児童数の推計について、例えば平成 27年度で１歳児 315 人は平成 28 年

度では 2 歳になるはずですが、352 人に人口が増えているのはなぜですか。 

 

事務局 

基本的には推計の仕方として、米原市の過去のこれまでの０歳から 11歳の

子どもたちの人口の動き、変化の仕方を踏まえて同じように変化するとし

て人数を算出しています。米原市の特徴として、この年齢層の子どもたち

が増えているということは、過去のデーターからこの年齢のお子さんがい

るご家庭が転入して来ているということです。つまり将来も増えるだろう

というように推計しているわけです。同じように減っているところは過去

の状況から見て、その年齢の子どもが転出し人数が減ったりしているわけ

です。ただ０歳だけは前年は人口が無いため、15 歳から 49 歳の女性の年

齢層の人口によって変動する基本的な考え方となります。米原市は過去に

その年齢の女性の人口に対して何パーセント毎年子どもが生まれるかを計

算しており、その数値を使って０歳の人口の推計をしています。 

 

委員 

量の見込みと実際の数字が大きく違う項目があったのですが、次回修正し

た数値はお示しされるのでしょうか。 

 

事務局 

資料１をご覧ください。計画の構成比較の第 3章、第 4 章の基本方針とニ

ーズ量の分析について文章化した形でもう少し詳しくお示ししたいと思い

ます。今日お示ししたアンケート結果からの推計値が、もう少し実態に合

った調整をした数値として、お示しできればと思います。 

 

会長 

その他、ご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 

会長 

無いようですので、これで質問を終了いたします。 

これで本日の２つの議題は修了しましたので、議事進行を事務局へお返し

します。 

 

４．その他 



 

 

 

 ［事務局から第５回審議会を平成 26年８月６日（水）に開催する旨、連

絡をしました。］ 

 

５．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：  １  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   （内線    ） 

 


