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会 議 録（要点筆記） 

 

会  議  名 第５回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成26年8月6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 ： 12人 

奥田援史会長、竹中礼子副会長、 

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、髙橋淳一委員、赤尾真樹子委員、谷口みゆき委員、 

山田裕美委員、木船満千子委員 

 

欠席委員 ： ３人 

山本百合子委員、永田かおり委員、伊藤理乃委員 

 

事務局 ： ９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：安食富美子次長、嶌真弓、川西譲 

㈱ぎょうせい：山野充寛、井川剛至 

議    題 （１） 子ども・子育て支援新制度導入に向けた条例の制定方針について 

（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 

 

３．議題 

（１）子ども・子育て支援新制度導入に向けた条例の制定方針について 

 

事務局から次の資料について説明 

【資料１】 「子ども・子育て支援新制度における保育施設等の運営に

関する基準を定める条例の制定方針」 

 

会長 

ただいまの議題についてご意見、ご質問があればお願いします。 

 

会長 

私の方から、幾つか質問があります。会議の進め方ですが、説明のあった

条例は報告事項なのでしょうか。 

 

事務局 

市の方向性、考え方や方針をこういった形で整備していきますという報告

になります。それに対して、こういった条文を作るに当たって、例えば、

提案された以外の部分も基準として設ければどうか、などのご意見をいた

だければと思います。 

 

会長 

今の米原市の子育てについての現状と課題、そして今度作る計画のカラー

や独自性など、そういうものを一緒に踏まえて議論したほうが良いと考え

ますがいかがでしょうか。 

 

事務局 

市長が目指しているのは、県内一子育てしやすいまちです。この基準は、

縛れば縛るほど、新しく参入しようとする方を入れにくくするような条例

になっていますので、国が示しています最低条件を一番広めに取っておく

と、いろいろな方が参入することができます。このような方向で米原市の

子育てを進めようとか、こういうサービスをしていこうなどの議論いただ
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ければと思います。この条例については取りあえず、できるだけ門戸を広

げて、内容については、計画の中で独自性や、カラーを出していくような

形にしていけばと思いますので、そのようなご意見をお願いします。 

 

会長 

それから 11 ページですが、1 番下の参酌ということで、放課後児童クラブ

が40人のところ70人にするというのは、これは良い方向なのでしょうか？ 

 

事務局 

現在、市内で９つの放課後児童クラブを運営させていただいています。そ

のうち 40人以上が３クラブあります。全国的に見ますと、約 48パーセン

トが 40 人を超えたクラブで運営されてます。一律に今、全国でこういった

条例を制定しようとしていますが、いきなり 40人までとなると、ほとんど

の自治体で運営できなくなってきます。そのため、しばらくの間は 70人ま

でいけるようにしましょうという経過措置がございます。米原市の場合は、

これから 10 年間の間でこういった課題を解決していくためには、どうして

いくのかを検討するために経過措置を設けさせていただいてますが、その

対策には、施設を整備したりする必要があります。これには、お金が掛か

ってきますが、国としては補填するような補助の制度が、まだできていま

せん。数年のうちには方針が決定されると思いますので、経過を見極めな

がら、整備をしていこうと考えています。実際の現状に合わすと、直ぐに

対応をするのは無理なので、こういった措置を設けることができるという

解釈で、運用をさせていただきたいと思います。 

 

会長 

それは、現状に合わせた形なので、参酌というのはこれで良いのですか。 

 

事務局 

参酌というのは、市町村の実情に応じて、国の基準を参考にしなさいとい

うような文言で、従うべきというのは、絶対に国が示したルールを守りな

さいということです。従うとは、国の例えば省令とか定められた基準で何

人にしなさいとか、こういう基準を守りなさいという数字で、参酌とはそ

れだけ融通が利くということで、これも国が市町村の実情に応じて、融通

を利かしている部分だと思いますので、今回放課後児童クラブの場合、明

らかに 40人超えているクラブもありますので、参酌という形で参考にさせ

ていただいた条文になっております。 
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会長 

他にご意見ありませんか。 

 

委員 

40 人と 70人で、40 人の場合は、預かっていただける人数が減るというこ

とですか。預ける側としては、利用の人数が少なくなったら預かっていた

だけなくなるのかなど、その辺りが少し分からないのですが。 

 

事務局 

簡単に言いますと、定員を 40人までにしなさいということなんです。 

１つのクラブで、現在 70人の定員なら 70 人まで見られますが、40 人にす

るとその超えた分の児童は、待機児童という形で預けられないことになり

ます。それをしようと思うと、1 つのクラブを２つに割り 40人、40 人まで

にしていかなければならないのです。米原市は、保育所でも幼稚園でも放

課後児童クラブでも、今運営されている方に、ご協力を頂いて全て待機児

童は無しということで、運営させていただいています。定員を少しでも縮

めると、それだけやりにくくなるので、できるだけ広くし、参酌というこ

とで参考にはしますが、最低基準の一番広い範囲で取っておこうというの

が、今の米原市の条例の考え方になっています。 

 

委員 

ありがとうございました。 

 

会長 

確かに 70 人だと、１つのところでたくさんの子どもさんが預けられるの

で、良い面もあるかも知れませんが、目的が家庭的な雰囲気を提供しまし

ょうというのが放課後児童クラブなので、40 人定員としていくべきなのか

なと思います。せっかくこの審議会に市民の方が委員として、たくさん入

っておられ、専門分野の委員もいらっしゃるので、たくさんのご意見をい

ただきながら、できるだけ良いものを策定していきたいと思います。 

 

委員 

やはり理想と現実とは違うと思います。家庭の中の家計と同じような感じ

で聞いていましたが、劣悪な環境でどうしても子どもたちに、いろいろな

弊害が起こってくるということであれば、きちんと考えなければいけない

ですが、いろいろ工夫しながらやっていけば、うまく運営できると思いま

す。もう 1 つは、この条例案が今度議会で議決された後に、内容を変更し
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なければならなくなったときに、改正することが可能なのでしょうか。 

 

事務局 

条例は経済状況や社会の状況が変われば当然、影響を受けるものですので、

そのために条例の一部改正という方法があります。議会は定例会として年

に 4 回ありますので、その都度必要があれば、改正していく必要があると

思います。今、国の方針が変わり、これからもどんどん変わる可能性もあ

りますので、一部改正することは可能かと思います。それと先ほどの放課

後児童クラブとの関係ですが、市の実情としては、放課後児童クラブの指

導員さんの確保も難しく、クラブの運営者の皆さんに現在、無理をお願い

している状況です。これを 40人にの定員に少なくし、たくさんの方に運営

してもらおうと思っても、受けてくださる方がなかなか見つからないので、

市としては、しばらくの間は 70 人を基準としたいと思っています。 

 

会長 

それ以外にございませんか。 

次に資料１－１の説明をお願いします。 

 

事務局 

資料について説明 

【資料１－１】「米原市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例（案）

の概要」について 

 

会長 

ご質問があればお願いします。 

 

会長 

労働時間の数字を大きくしておけば入会しにくくなるため、待機児童は減

るという仕組みになっています。しかし、米原市は子育てしやすいまちを

目指していますので、48時間よりもっと少ない時間に設定することは可能

ですか。 

 

事務局 

国の基準は、48 時間から 64 時間の間の設定です。 

 

会長 

それは変えられないのですか。 
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事務局 

はい、変えられません。 

 

会長 

そのため米原市は、可能な限り少ない時間に設定しているということです

ね。 

 

事務局 

48 時間ですとハードルが低いので、保育所に入所しやすくなり、64時間で

すとより厳しくなるので、今まで入所しておられた児童が入れなくなる可

能性もあるということです。 

 

会長 

米原市は、子育て支援を一生懸命頑張っておられるということですね。 

 

委員 

今の資料１－１が、６ページの別表４のどこかに明記されることになるの

ですか。 

 

事務局 

先ほどの３つの基準条例とは、別の話です。いままでの保育の実施に関す

る条例に変わるものとして、市としてはこのような保育の必要性の認定に

関する基準を規則で定めていこうと考えています。これが保育所に入るた

めの要件になります。 

 

会長 

保育所や認定こども園の定員に空きがある場合でも、入所要件に満たない

ときは認定されませんので、入所できないということですか。 

 

事務局 

必ず認定を受けないと、保育所へは入所できません。 

 

会長 

保育所はですね。認定こども園の場合はどうですか。 

 

事務局 
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認定こども園ですと、１号認定として入れます。 

 

会長 

それは、３歳以上ですね。０～２歳はどうですか。 

 

事務局 

先ほどの話に戻りますが、家庭保育とか、小規模保育などになっていきま

す。基本的には、家庭的保育所が 0、1、2 歳の対象の話になります。 

 

会長 

認定こども園の定員がまだ空いている場合、例えば、２歳のお子さんの場

合、入所希望されていても保育認定はされない場合は、入所することがで

きないのですか。 

 

事務局 

入所できないと理解しています。 

 

会長 

入所できるようにすると、補助金などに問題があるのですか。 

 

事務局 

そのとおりです。基本的に今の保育所は、施設型給付金が出ていますが、

それが基準上認められないと思います。 

 

（２）米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

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（案）について」事務局から説明を

お願いします。 

 

事務局 

資料について説明 

【資料６】米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

会長 

ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 
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会長 

1 つめの要望として、実績も一緒に添えていただけると分かりやすい。例

えば妊婦検診の受診率など、その数値が高いか低いかによって、課題が見

えてくると思います。それと併せて調査の結果も踏まえての確保策となり

ますので、実績が明記されていないと分かりにくいかと思います。 

２つ目は、米原市の独自性についてですが、これは第５章に入るというこ

とでしたが、その辺りは十分議論したいと思います。それは前半の条例と

関わってくるかと思います。 

 

会長 

計画をＰＤＣＡサイクルとすると、Ｃ（点検・評価）とＡ（改善）が今後

どのようになってくのかと思います。今、説明のあった第６章辺りになる

と思いますが、実際どうなっていくのか。 

次世代計画において実施した、前回の５年分の評価は、どのようになって

いますか。 

 

事務局 

事業の実績と評価は、第 1 回と第２回の審議会の資料として添付させてい

ただいています。第１回目の審議会では平成 23年度の施策の実施状況、第

２回目の審議会では平成 24 年度分の施策の実施状況ということで、その年

の子育てに関する施策は、米原市としてどのような取組を行ったかという

ことを皆さんにお示しさせていただいております。これが、点検評価とい

うことになっていき、今後このような審議会の中で、毎年ご意見を伺いな

がら次の年につなげていくというような形になります。この計画では第６

章において議論いただきます。 

 

委員 

44 ページ「第 4章 量の見込みと提供体制」について、量の見込みという

言葉がたくさん出てきますが、表示の仕方が必要量であるとか細かく訪問

世帯数など書いてあると分かりやすいと思います。またカッコで補うなど

見やすくした方が分かりやすいのではないかと思います。量の見込みとい

う言葉自体がなじまないので、できるだけ分かりやすい表記が良いと思い

ました。 

 

事務局 

ありがとうございます。今日は、たたき台として提示させていただいてい
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るので、今のようなご意見は今後検討していきたいと思います。 

 

会長 

見込み量などの文言の整理をお願いしたいと思います。それ以外にご意見

があればお願いします。 

 

委員 

49 ページですが、提供区域を米原市で一か所と考えて量の見込みを算出さ

れていますが、結局その地域の子どもたちの希望ニーズに量が満たされて

いるのか、満たされてないのかというようなことが、分かりやすく出てく

る表になれば良いと希望します。 

アンケート自体が、何でもほしい、保育所も幼稚園もこども園も欲しいと、

全てに丸を付けたというようなことであれば、今後の施設の活動にも大き

く影響してくると思います。本当のニーズが出てきて、確保されているの

かどうか。一目瞭然出てくるような表にできるものなのかお伺いします。 

 

会長 

次回 49 ページからは、どのような数字が出てくるのですか。現状、実績な

ど、そういった数値が順々に出てくるのですか。 

 

事務局 

基本的には、以前お示をさせていただいたアンケート結果で、皆さんから

チェックいただいたものに基づいて、ニーズがどのくらい必要になるのか、

国が示している方法で、算定をさせていただいています。アンケートです

から、ご意見がありましたように、いくつも丸を付けておられるような傾

向がどうしてもあります。そういったところを踏まえると、どうしてもニ

ーズ量が多めに出るだろうということが十分予測されますので、実績を踏

まえて調整しながら、より現実的な数字としてまとめていきたいと考えて

います。 

 

会長 

複数に丸を付けられた方もおられるかもしれませんが、一応それは最大の

数値ということで、それに基準を照らして作成した上で、徐々に修正して

いくとか、基本ラインとしては、その辺りを含めて考えていきたいと思い

ます。その他ご質問があればお願いします。 

 

委員 
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保育の認定の基準で、保育の必要な人がきちんと認定をされ、預けられな

いということが起こらないようにお願いしたいと思います。子どもを保育

所に預けて、親は仕事が無くて、ぶらぶらしているなど、本当に保育が必

要な人がきちんと入所できると良いと思います。 

もう 1 つ、子どもの遊び場の整備をどうするのかということも、計画の中

に明記していくとのことだったので、私が普段行っている活動も同じこと

ですので、そこに入っているものと理解しました。 

 

会長 

ありがとうございました。その他ご意見をお願いします。 

 

委員 

量の見込みと提供体制は（１）から（11）の 11 事業のみですね。その他の

事業は次世代育成支援行動計画で以前頂いた冊子ので中に、スクールガー

ドや通学路の除雪など、諸々のことにつきましては、それが第５章の総合

的なところに書かれていると理解してよいですか。 

 

事務局 

はい。 

 

委員 

利用者支援に関する事業や地域子育て支援事業とは、具体的にどのうな事

業ですか。 

 

事務局 

資料で配布付しています「なるほどブック」のリーフレットの６ページを

ご覧ください。今度の子ども・子育て支援法の中で、地域の子育て支援事

業ということで、子どもを産み育てるための地域子育て支援を充実させて

いきますと明記されています。例えば、一時預かり事業、地域子育て支援

拠点の支援センター、病児保育、放課後児童クラブ、利用者支援などがあ

ります。こういった事業は、特定教育、保育施設を利用している人以外で

も、様々な支援が受けられるということで、地域の子育て支援につながっ

ていますし、先ほど言われました（１）～（11）この部分の数字が、地域

子育て支援事業の部分の数値になっています。 

 

会長 

ありがとうございました。 
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委員 

ご説明もいただき、内容も分かってきました。この中で、病児保育が良い

と思い気になるのですが、今後どうされていくのですか。 

 

会長 

病児保育は、サービスとしてあれば良い取組ですが、親が休んで子どもを

見るのが一番良いと思うのですが、子育て支援については支援すればする

ほど、親を子育てから遠ざけてしまうというちょっとさみしい面も含んで

いると思います。 

 

委員 

認定こども園の立場から、少し感じたことを述べさせていただきます。保

育の必要性に関わる事由のところで、就労に 48時間から 64時間の範囲が

決定されてますが、米原市は 48 時間で認定となりますと、どうしても就労

以外で保育を必要とされる方の範囲が、無くなってしまうのではないかと

思います。今、短時部から長時部への移行が進んでいます。１日４時間で

週３日、月４週間は、短時部でも対応できる範囲内で、幼稚園を選ばず、

保育所を選ぶことができるとなると、就労以外の保護者さんがなかなか利

用できにくくなるのではないかと、少し心配がよぎりました。また、支援

事業計画で、今後の米原市の独自性のある計画が盛り込まれますことにと

ても期待を高めているところです。 

 

会長 

ありがとうございます。次のご意見をお願いします。 

 

委員 

先程も言いましたように、計画に表示する言葉を一般の市民に分かりやす

くなじみやすいような表現を少しでも多く取り入れてもらうと良いと思い

ます。 

 

会長 

はい。次のご意見をお願いします。 

 

委員 

前回の資料の中で、計画書の作りの案があったと思うんですが、それと若

干変わってきているのですか。大体この中に包括されているような格好で、
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溶け込ます形になるのでしょうか。重点施策があったと思うのですが、こ

れもどこかに溶け込ませるような形になるのか教えてください。 

また、他の協議会だったと思うのですが、保育のあり方に関する検討委員

会の意見提言のようなものがホームページに載っていたのですが、それと

の関連性や、整合を取らなければいけない点などがあるのですか。保育所

や幼稚園が統合するというようなあり方に関する検討委員会だったと思い

ます。 

 

事務局 

「米原市における保育のあり方に関する検討委員会」のことだと思います。

それは昨年度、米原小学校区において米原中保育園、米原保育園、米原幼

稚園の３つを施設の老朽化などにより、今後再編していくことを小中学校

統合計画の中から、個別にポイント絞って議論をしていたものです。方向

性の結果としては、米原保育園を存続させること、また米原幼稚園と米原

中保育園を統合した認定こども園化で進めていくという形の方向になって

います。この部分が施設整備に当たって、量の見込と提供体制という、そ

の部分に今後関連してきます。 

 

事務局 

もう 1 つ質問で、前回お示しさせていただきました構成比較（案）の中で

重点施策が無くなったのではないかとのご意見ですが、あくまで案で提示

させていただいていますので、作りこみの中で検討していきたいと思いま

す。 

 

委員 

子どもの病児保育について、子どもが病気になるとどうしても急に仕事を

休まなくてはならない人もいますので、その日には受け入れていただけず、

また書類がないと受入れていただけないということがあるので、そういっ

たところも考えていただけたらと思います。 

放課後児童クラブは、現在利用させていただいてますが、子どもは非常に

喜んで行っています。今のような雰囲気とか、親でも教えられない例えば

手芸など、家庭的に子どもを預かっていただいているので、そういった取

組が、今後米原市内で広げていただけたらと思います。 

 

委員 

私は、幼稚園で少し仕事をさせていただいており、現在広くて立派な認定

こども園が新しく建設されています。４月には、乳児棟もでき、保育料の
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軽減や第２子以降の無料化など独自の措置もたくさんあり、米原市の保護

者は、どんどんよい環境になっていき子どもを預けたくなると思うのです。

他の人たちと話しをしていると、子育てって誰のための子育てなのか、母

親にとっては、どんどん便利で利用しやすいまちになって、どんどん預け

たくなるけども、実際０歳や乳児などの子どもにとっては、どうなのかな、

子どもの幸せはどうなのかなと、ふっと思ったりします。 

本当に必要なお母さんのためには認定がしっかりされて、すぐ預けるとい

う環境が整わないといけないのですが、48時間という枠はハードルが低く

良い面もあり、それをうまく利用してしまう親もいるのではないかと思い

ます。 

例えば、虐待やＤＶなど緊急性を要するときに、定員が一杯で入れないと

なると、本当に子育てとして幸せなまちではなく、それを応援するまちで

はないと思うので、その辺りのことが疑問に思います。子育てを支援する

まちとは、母親だけじゃなく、やはり何事も子ども中心でないといけない

ということを実感しております。 

私自身０歳から子どもを保育所へ預けて育てて、その代わりに保育士とし

て、他のお子さんを保育していた立場ですので、本当に子どもの幸せをま

ず考え、子育てを応援するまちであってほしいということを痛感いたしま

した。 

 

委員 

米原市は、県内一子育てしやすいまちを目標に取組を進めておられる中で、

すごく充実し過ぎて、０歳児から預けられるなら、親がおしめを取り換え

る時間は、いつなのか。保育士が１番多いのではないか。このように子育

て放棄につながらないような、米原市にしてほしいというのが１つです。 

先ほどの条例制定方針の別表７の 11 ページに関連して、実際あったのです

が、ある小学校はマンモス化になり、学童施設を増改築されて定員を増や

され、もう１つの学童は利用者が逆に減りました。10 年後見据えて 40 人

にされるのですが、定員の都合によって子どもが犠牲になり、親や子ども

からも、せっかく慣れた放課後児童クラブから、別の放課後児童クラブへ

行かないけないという生の声や、これは地域割や行政によって決められた

定員なので仕方がないが、なぜ自分が別の放課後児童クラブへ移らないと

いけないのかと泣いて頑張った子もいます。 

10 年間で、施設のスペースがイコール定員というのをよく考えて、区域や

学区をうまく施設の定員、スペースと合わせて、子どもたちが犠牲になら

ないように設定していただきたいと思います。 
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会長 

次のご意見をお願いします。 

 

委員 

この制度について、事業所の立場から言いますと、平成 27年４月に制度が

変わるということで、これは待機児童を解消するという、都会での話であ

っても、国が言ってるので仕方がないのかなという気持ちもあったのです

が、逆にこのことを利用して地域に合った子育てを考える機会として捉え

ていくべきなのかなと思っております。 

 

委員 

私立保育園としてですが、７月 18 日に県内で認定こども園に向かうかどう

かの研修会がありました。認定こども園にしていくのにこれだけ大変な変

革期にあるにもかかわらず、１回だけの説明で、７月 25日には認定こども

園か、保育園で行くのか方針を決めて市へ報告しなさいというようなこと

でした。 

私立保育園は、どういうふうな形で位置付けられて行くのか、ある程度市

から指導というものがあれば、心強いし安心します。守山市では、私立の

方にも認定こども園に向いてほしいから、これだけのバックアップをしま

すよということも聞いていますし、保育所がだんだん公立から民営化して、

運営をよりコストを下げていくという方向で進んでいく市もあります。 

認定こども園になって、幼稚園に行っている子どもたちも、地域の子は地

域で預かりたいという思いもありますが、それで運営ができていくのかと

いう大きな問題を理解していただけたら有り難いです。 

それと私立保育園は、それぞれの園の独自性を持って、保護者に園を選ん

でいただきたい。そして保護者に対して、あなたの代わりに受皿になって

頑張っていきます、というところを絶えず示してきました。いろいろな保

護者の受皿となりたいということが、私たちの保育所かなと思ってやって

きたので、それが今、ものすごく岐路に立たされている状態なのです。今

日、皆さんのいろいろなお話を聞いて勉強させてもらえたというのが、正

直なところです。 

 

会長 

その他ご意見はございますか。無いようでしたらこれで質疑を終了いたし

ます。 

本日の議題は全て終了しましたので、議事を事務局の方へお返しいたしま

す。 
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４．その他 

 [事務局から第６回審議会を平成 26 年 10 月８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 ] 
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（                                                 ） 

会議録の開示・非開

示の別 

■開 示  

□一部開示（根拠法令等：                   ） 
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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    ） 

 


