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第６回 神戸市子ども・子育て会議 議事要旨 

 

日時：平成 26年６月 30日(月) 10 時～12 時 00 分 

                 場所：神戸市役所１号館 14 階 大会議室               

 

◎議長 ○委員 ●事務局 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」について  

①「２．時間外保育（延長保育）事業」（特に意見なし） 

②「３．放課後児童健全育成事業」 

 

○委員意見 

 ・５頁の「確保方策の考え方」の「高学年への支援にふさわしい体制の確保」と「段階

的な受け入れ」の現状について教えてほしい。 

 

●事務局 

 ・放課後子どもプラン推進委員会からも、低学年と高学年では体格差や発達面から、異

なる対応が必要という意見をもらっている。高学年に対応できるよう指導員の研修等

受け入れ体制を整えるとともに、場所が足りない場合は受け入れ場所を確保した上で、

段階的に受け入れを進めることが必要と考えている。 

 

○委員意見 

 ・高学年になると塾に行く子どもが多いが、母親が働いている日に授業を行ってほしい

という要望をよく聞く。人員もあるため、塾の空き教室を利用する価値はあると思う。 

 

●事務局 

 ・学童保育は生活や遊びの場を提供し、児童の健全な育成を図ることを趣旨としており、

塾と学童保育は内容的に異なるものと考えている。 

 

○委員意見 

 ・量の見込みは、「小学３年生＋４年生」の利用希望に基づいて算出しているが、高学年

は利用しにくいという現状からニーズが低く出ているのではないか。高学年を受け入

れやすいハード面や人員配置などの環境を整えた上での「量の見込み」が必要である。 
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●事務局 

 ・確保方策の中で検討したい。 

 

○委員意見 

・現在小学校でも増えている発達障害の子どもも対象か。教育委員会とのすり合わせは

どの程度進んでいるか。 

 

●事務局 

・学童保育は、基本的に自分で来所でき、自分で身の回りのことができることを要件と

しているが、できるだけ受け入れができるよう努めている。また、支援が必要な子ど

もについては、指導員の加配を行い対応している。放課後子どもプラン推進委員会に

は教育委員会も参加するなど、小学校なども含めた放課後の子どもの居場所づくりに

ついて議論している。 

 

○委員意見 

・確認だが、「高学年への支援にふさわしい体制の確保」については、改めて議論する時

間があるのか。 

 

●事務局 

・放課後子どもプラン推進委員会から、確保方策についての意見を子ども・子育て会議

に返してもらうため、そこで議論する。 

 

○委員意見 

・「確保方策の考え方」があるところとないところがあるが、すべての項目について、今

後、確保方策について議論するという理解でよいか。 

 

●事務局 

・国の手引きに基づき、市として補正していないものは、「確保方策の考え方」について

もコメントしていないが、確保方策については、部会の審議なども踏まえ、改めて親

会議で議論する予定である。 

 

③「７．地域子育て支援拠点事業」（特に意見なし） 

④「８．一時預かり事業」（幼稚園） 

○委員意見 

・認定こども園に移行すると２号の子どもが増えるが、２号は一時預かり事業ではなく
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延長保育事業になる。私立幼稚園連盟では、まだすべての園の意向は把握できていな

い。 

 

◎議長 

 ・現時点は、このような考え方で進めるということでよいか。（異議なし）。 

 

⑤「８．一時預かり事業」（幼稚園以外） 

○委員意見 

・新制度になると、認可外保育所から認定こども園や小規模保育事業所に移行するとこ

ろもあると思うが、このあたりはニーズ調査に入っているか。 

 

●事務局 

・量の見込みについて、国の手引きでは、回答者が定期的なサービス利用に関わらず、

本事業の利用希望と回答しているため、就学前児童の大半である 7 万人弱が母数とし

て上がっている。幼稚園、保育園、認定こども園などの定期的な利用者を母数から外

したため、量の見込みが少なくなっているが、認可外保育所を利用している人のニー

ズについては含まれている。 

 

○委員意見 

・64 時間以下の就労の保護者は、０歳から３歳未満でも預けたいというニーズがあり、

現在も週２～３日利用している。そのニーズと認可外保育所のニーズも含め、収まる

か心配である。 

 

●事務局 

・１～３号に該当しない認可外保育所の利用者なども一時預かり事業の中で対応したい。 

 

⑥「９．病児保育事業」 

○委員意見 

・病児保育は、家の近くで預けたいというニーズが高いと思う。各区での体制はどうか。

キャンセルが多いのは、病児保育施設が近くになく、やむなく別の方法で病気の子ど

もを預かってもらうこともあると思う。 

 

●事務局 

・現在病児保育は、医師会との連携により小児科医が実施している。小児科医が開業し

ている地域なので、必然的に子どもが多い。現在 13 か所だが、ない区もあれば、３か

所の区もあり、場所的に偏っている。キャンセルの理由はニーズ調査では調べていな
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いが、親族や近所で預ける人が見つかったということではないか。前日までに予約が

必要であり、当日子どもが良くなったためキャンセルするケースもあると思う。でき

るだけ地域で偏りがないよう小児科医と連携して調整しながら進めていきたい。 

 

○委員意見 

・就労している保護者にとって、病児保育は緊急時の神頼みと言ってよいほど重要であ

る。病児保育ではなくファミリー・サポート・センターを利用する人もあると思う。

前日までの予約というシステムの見直しも含め、病児保育の実態をしっかりと把握す

ることが必要だと思う。 

 

●事務局 

・当日でも空きがあれば受け入れできるが、事前登録が必要で、その小児科を受診して

いない場合は医師の診断書が必要である。今後はできるだけ利用しやすいように進め

ていく。ニーズ調査結果では、「両親が休んで対処したと回答した人の中でも、できれ

ば病児・病後児保育を利用したい」というニーズも含まれている。それを踏まえて整

備を考えていきたい。 

 

○委員意見 

・子どもが病気でも仕事を休めない保護者には病児保育は重要な施策であり、特にイン

フルエンザや水ぼうそうなど長期休暇が必要なものには制度の充実が求められる。事

業者に、子育てしながら働きやすい職場づくりの啓発も進める必要がある。 

 

⑦「10．ファミリー・サポート・センター事業（就学後）」 

○委員意見 

・「確保方策の考え方」の「地域的な需要と供給のアンバランスもある」はどの地域か。 

 

●事務局 

・ほとんどの地域で依頼会員が協力会員を上回っている。東灘区は依頼会員約 800 人に

対し協力会員が約 240 人と約３倍、長田区は依頼会員 70 人強に対し協力会員が約 60

人強とほぼ同等である。 

 

○委員意見 

・どの事業でも地域毎のアンバランスはある。ファミリーサポートセンター事業が利用

できなくても、地域の里親の中に保健師や看護師など医療的な知識や経験をもつ人が

いれば、病気の子どもを預けることができる。事業の横断的な有効活用を考えること

が必要である。 
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◎議長 

・縦割りの 13事業に横串を通すことで有効活用できるという意見である。保育サービス

コーディネーターが、地域子育て支援事業のコーディネートの役割も担うことが考え

られる。 

 

○委員意見 

・13 事業の横串を通す責任はだれが担うかを教えてほしい。 

 

●事務局 

・地域子ども・子育て支援事業は、個々の事業ごとに議論しているため見えにくい説明

となっている。本会議の事務局である総務課が、次世代育成支援対策推進行動計画（神

戸っ子すこやかプラン）や子ども・子育て支援事業計画を所管しており、こども家庭

局が全体の取りまとめを行っていきたい。また、紙面やホームページなどでできるだ

け情報提供を行い、既存の事業も含め、できるだけ利用していただけるよう、意識を

もって取り組むべきということを改めて認識した。職員の意識改革も行っていきたい。 

 

○委員意見 

・横串の責任とコーディネートを誰が担うかは大きな課題である。保育サービスコーデ

ィネーターなどにその役割を位置付けることが必要である。事業者も横串の役割を認

識して行っていきたい。 

 

○委員意見 

・ファミリーサポートセンター事業について、小学校にファミリーサポートセンター事

業の協力会員が常駐でなくても数人いれば、保護者の急な用事にもすぐに対応しても

らえる。できるだけ利用しやすいように考えてほしい。また、企業へのアピールをも

っと行ってもよいと思う。企業が近隣の病児保育施設と契約して必要なときに保護者

がすぐに利用できるような体制を取るのがよい。病児保育のニーズを探る上では、保

護者は給料をカットされてでも休んで家で子どもを見たいのか、それとも子どもを預

けて働きたいのかということも重要である。 

 

◎議長 

・企業、地域、市民がもっと意見を言い合うことが必要だと感じた。ニーズ量は今回で

確定したいがよいか。（異議なし） 

 

（２）子ども・子育て支援新制度における基準条例の制定について 
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○委員意見 

 ・「保育時間は８時間を原則とする」に至った経緯を教えてほしい。 

  

●事務局 

・８時間は短時間保育のことで標準は 11 時間である。現在保育所は 11 時間で開所して

いる。国の基準は８時間だが、神戸市では 11 時間で指導したいと考えている。 

 

○委員意見 

・労働組合としても企業に対して働きやすい環境を求めているが、労働組合の組織率も

低くなっており、労働組合が要求しにくいところもあるため、行政からも支援をお願

いしたい。「こうべ男女いきいき事業所」などのように、労働組合がなくても企業の経

営者の考えが変わったということも見受けられる。 

 

○委員意見 

・現在私立幼稚園は、満３歳以上４歳未満は 25人以下の学級で、教諭を２人配置するこ

とで補助をもらっている。満３歳以上４歳未満は、「おおむね 20 人につき１人」とな

り、25 人の学級が２つの場合は３人になるため、各クラスに２人とならない。４歳以

上についても同様である。保育所は８～10時間の保育を行っているが、30人に１人で

行うことはないと思う。その辺りをもう少し分かりやすく書いてほしい。資料２－２

の 1 頁の「助保育教諭若しくは講師」についてもう少し詳しく教えてほしい。 

 

●事務局 

・職員数は、国は現在の保育所の制度を基準に定めていると思われる。さらに「１人以

上の保育教諭を配置する」ということで、中での対応をお願いしたい。「助保育教諭若

しくは講師」は確認する。 

 

○委員意見 

・４～５時間の短時間教育を行う幼稚園では３歳児に２人教諭を配置するが、８～11 時

間の保育を行う保育園が１人配置というのは、保育園として異論はないのか。幼稚園

では、発達障害の子どもの対応として、もう１人配置を希望している。幼保連携型認

定こども園は、幼稚園と保育園の両方の機能を持つ施設のため、国の基準に従うので

はなく、現状を踏まえてほしい。現状より悪くなるような職員配置数が、認定こども

園への移行を決断できない１つの理由になっている。 

 

●事務局 

・保育教諭と講師についてだが、幼稚園助教諭の臨時免許状をもち登録を受けた者と法



 

7 

 

律で決まっており、そのような人も入るということである。障がいがあって集団生活

が難しい子どもには、保育所ではすこやか保育という認定を受ければ加配をつけるこ

とができる。今後の検討課題としたい。 

 

○委員意見 

・幼稚園助教諭は、何年かの経過措置の間に幼稚園教諭の免許を取得しなければならな

い。どのような免許をもつ人が講師になれるのか、認定こども園が任命すれば幼稚園

教諭や保育士の免許をもたなくてもよいのか、小中高の教員免許があれば講師になれ

るのかなど、講師の定義があいまいなため、実際の現場では混乱すると思う。 

 

●事務局 

 ・詳細を確認して、次回回答する。 

 

（３）「子ども・子育て支援新制度」の周知・広報について 

●事務局 

・内閣府、文部科学省、厚生労働省の主催、神戸市共催で、６月 28 日（土）に「子ども・

子育て支援新制度フォーラム in 神戸」を開催した。淑徳大学の柏女霊峰教授に基調講

演として、新制度の趣旨や概要について分かりやすく説明いただいた。その後、柏女

霊峰教授をコーディネーターとして、玉田副市長もパネラーとして参加してパネルデ

ィスカッションを行い、神戸市の現状や新制度への対応、認定こども園や小規模保育

などについて、活発に議論が行われた。幼稚園、保育園の協力で保護者に周知を図っ

た結果、若い父親や母親を中心に約 500 人の参加があり、理解を深められたと思う。

神戸市のＰＲコーナーも設け、資料等も配布した。 

 

○委員意見 

・パンフレットも充実しているためこの通りに進めてほしい。前回も質問があったが、

仕事を持つと役所に行けないため、特に新制度立ち上げ時期には、メールでの問い合

わせと回答を充実したほうがよいと思うが、どうか。 

 

●事務局 

・神戸市のホームページで、新制度に関するものも含めメールで問合せができる。他か

ら子育て支援部に直接メールを送信しても構わない。メールで回答可能なものはメー

ルで回答するが、難しい場合は概略をメールで回答したうえで、「具体的には、区役所

の担当窓口にご相談ください」と回答する場合もある。「時間がかかり過ぎる」という

指摘もあるため、できるだけ速やかな回答に取り組みたい。 
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◎議長 

・神戸市子ども・子育て支援アプリのようなものを作り、立ち上げると新しい情報やメ

ッセージなどが自動的に入ってくるなどのしくみも検討してほしい。 

 

○委員意見 

・家庭で０歳～２歳の子どもの育児を行う人は小児科に行くケースが多いため、小児科

にパンフレットやポスターなどを置いてはどうか。小児科医に新制度のことを知って

もらえれば、小児科医から新制度のアドバイスを受けることができる。小児科医との

連携は現状どうか。 

 

●事務局 

・病児・病後児保育施設は 13 か所あるが、特にポスターなどは掲示していない。今後、

年に数回皆が集まって話し合う機会などを通して、ポスターやリーフレットの掲示を

お願いしたい。それ以外の小児科医についても順次、検討しながら進めたい。 

 

○委員意見 

・他市では、土日にブロック毎で地域説明会を開催している。神戸市でブロック毎の地

域説明会の計画はあるか。「出前トーク」はそれに当たるのか。 

 

●事務局 

・「出前トーク」は 20～30 人程度の少人数に対して、より細かく対応していくものと考

えている。垂水区では、幼稚園と保育園の協力のもと区内全域対象に説明会を計画し

ている。それ以外の区についても、区と調整しながら今後検討したい。 

 

○委員意見 

・事業所にパンフレットを置いたり、駅構内に吊り広告などを掲示すると、目に触れや

すく理解を得やすいのではないか。ホームページのフローチャートで、それぞれの要

望に合わせて、様々な制度の中からどのようなサービスや支援を受けることができる

かが分かるようになればよいと思う。 

 

○委員意見 

・神戸市は本当によくやっていると思う。兵庫県の私立幼稚園は９月 10日から園児募集

ができるが、新制度の説明会は行わなければならない。10 月１日から、幼稚園を選ぶ

１号子どもの願書受付が始まるが、１号と２号のどちらを選ぶかは、簡単に決められ

ない。保護者から相談を受けても、保護者の前年度の所得や住民税、就労状況などを

細かく聞かなければ何か相応しいかは分からない。一時預かりは国が公定価格を提示
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していないため、預かり保育の案内書も作ることができない。所得や税金などを入力

すれば、１号や２号の場合どうなるかがアプリで出せればよいが、それほど簡単には

いかない。子どもが１歳になったときに、「３歳になったら入園させたい」と相談する

保護者もある。幼稚園や保育園が、保護者に詳細に分かりやすく説明できるようなも

のがあればよいと思う。 

 

○委員意見 

 ・神戸市在住の 60 か国以上の人にも、新制度の情報が正確に届くようにしてほしい。 

 

（４）その他 

○委員意見 

 ・追加の意見も議事録に入れてほしい。 

 

●事務局 

 ・会議終了後の追加の意見として記載することは可能であり、今後対応する。 

 

●事務局 

・追加の意見等は、７月３日（木）までに事務局宛てに提出をお願いする。今後、各部

会で確保方策の検討を行う。以前、7 月下旬から８月上旬の日程を伺ったが、改めて８

月中旬以降で、日程調整させていただきたい。 

 

３．閉会 

 

以上 
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第６回 神戸市子ども・子育て会議 委員追加意見 

 

 

 

 １．企業への周知の方法として、いきいき事業所として表彰を受けた企業に対して制度

の内容を必ず理解する必要があるとして説明会を開く。人事担当者対象で。 

 

２．委員の中に、公立幼稚園・公立保育園の代表者がおられないのはなぜですか？ 

次回会議でご説明をお願いいたします。 

 

→次回会議の冒頭に事務局より回答させていただきます。 


