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第７回 神戸市子ども・子育て会議 議事要旨 

 

日時：平成 26年９月２日(火)10 時 00 分～12 時 05 分 

                場所：神戸市勤労会館 ３階 308 講習室               

 

◎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「確保方策」について  

①利用者支援事業について 

○委員意見 

 ・「専任職員」はどのような人か。既に確保しているか。 

 

●事務局 

 ・平成 25 年８月に中央区と垂水区に各１人先行配置し、平成 26 年３月に残りの９区域

に配置し、合計 11 人の配置を完了している。応募時は資格不問としたが、11 人は重複

も含め、保育士８人、幼稚園教諭５人、心理カウンセラーの資格も含め、全員何らか

の資格所持者である。 

 

○委員意見 

 ・保育サービスコーディネーターについては、これまでの議論でも人員不足や問合せが

集中した場合のバックアップ体制が問題点として挙げられていた。保育サービスコー

ディネーターの役割は何でも相談に乗ってもらえるのか、単に情報を整理するだけな

のか、明確になっていないとたらい回しになり、よい印象につながらない可能性があ

る。そのあたりはどうか。 

 

●事務局 

・保育サービスコーディネーターが単独で対応するのではなく、必要に応じて区の職員

に対応を代わったり、複数の職員で対応を行っている。利用者支援事業は保育サービ

スコーディネーターが主として担うものの、区役所全体で行う事業と考えている。 

 

◎議長 

 ・以前市がモデル事業で行っていた「総合コーディネート」とは異なると考えてよいか。 
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●事務局 

・そのとおりである。現時点では区が行う保育サービスの利用支援が主であるが、地域

子育て支援拠点や幼稚園、保育所、保育関係者と連携することも目標としており、関

係構築に努めている。 

 

○委員意見 

 ・２号、３号の認定申請は区で受け付けるが、保育サービスコーディネーターと区が連

携をとって行うのか。 

 

●事務局 

 ・そうである。認定申請は主に区の職員が受け付けるが、それに関する案内や相談は、

保育サービスコーディネーターも行う。 

 

○委員意見 

 ・従来なら幼稚園に行く２号子どもや認定こども園の３号子どもなど、認定申請の数が

増え、窓口で待つ人が出てくる。待ち時間に情報提供できれば時間短縮になる。その

あたりの検討もお願いする。 

 

○委員意見 

 ・定期的な行政からの発信情報はあるが、タイムリーな情報提供についてはどうか。 

 

●事務局 

 ・「こうべ子ども・子育て支援新制度通信」や広報紙、ホームページで適宜情報の更新を

行って発信している。11 人の保育サービスコーディネーター同士の横の連携、区役所

等の 11 か所の連携、区役所と市役所の連携、幼稚園や保育所やその関係機関等との連

携により、適宜情報を更新して発信したい。 

 

◎議長 

 ・在宅で子育てを行う人のため、サービスの情報提供やコーディネートが必要になる。

今後検討いただきたい。 

 

②時間外保育（延長保育）事業について 

○委員意見 

 ・認定こども園では、保育短時間利用が８時間、標準時間利用が 11 時間である。現行制

度では、８時から 17 時半の９時間半がベースで、それ以降が延長保育である。ほとん

どの園が７時から 18 時までの 11 時間を設定すると思われ、延長保育の利用者は減る
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と思う。量の見込みはどのようにカウントしているか。 

 

●事務局 

 ・量の見込みはニーズ調査に基づいて設定している。平成 27年度に 6,527 人で現状より

相当多い。確保方策は現状を踏まえながら均等に伸ばし、平成 30 年度に需給差を解消

することとしている。保育所、認定こども園、地域型保育の利用者への延長保育であ

るため、キャパシティは確保できると考えている。 

 

○委員意見 

 ・仕事の業態や生活状況によっては午後９時、10 時まで預かりが必要な人もある。その

場合は認可外保育所を利用することになると思うが、保育サービスコーディネーター

は認可外保育所も視野に入れて、保育所の情報も把握していただきたい。保護者の生

活状況や労働状況に関係なく、子どもが安定して保育を受けることができるような、

トータルコーディネートができればよいと思う。 

 

○委員意見 

 ・実績を見ると、公立保育所は 120 分延長を行っていないようだが、「市の考え方」に「延

長保育の実施箇所数の増加を図っていく」となっている。市としては、今後は私立に

委ねる考えか。それとも行政としても手を加える考えか。 

 

●事務局 

 ・「実施箇所数の増加を図っていく」とは、新制度のもとで認定こども園や、地域型保育

事業で出てくる延長保育ニーズについても対応するという意味で記載したものである。

公立については別途検討課題となる。 

 

○委員意見 

 ・このような事業は公私が協力し合うことが望ましい。完全に私立に委ねるのではなく、

公立もある程度の配分をもってキャパシティを確保していただきたい。 

 

③放課後児童健全育成事業について 

○委員意見 

 ・コープこうべは、以前は雇用延長の最大が 65 歳だったが、定年制が廃止になり 65 歳

以上でも１年単位で雇用を継続できる。学校を退職した先生を雇用してキャリアを生

かしてもらうことも今後考えてはどうか。 

 

●事務局 
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 ・学童保育は学校との連携が非常に重要であり、学童保育のコーナー長や児童館館長に

は小中学校の校長ＯＢが多いが、学童保育の指導員については、実施時間が放課後か

ら午後６時くらいと短く、パート雇用が多いため、現状では校長以外のＯＢはあまり

関わっていない。 

 

○委員意見 

 ・最近は不審者の問題などから地域で安全を守ることが重要になっている。児童館に子

どもが多く集まるのは他に遊べる場所がないからで、われわれが子どもの頃は、仲間

遊びを通じて成長するプロセスがあった。「点」ではなく地域という「面」で、子ども

が生き生きと過ごせるまちを目指しながら、喫緊としては子どもの安全守ることが重

要である。高学年での屋外の遊びや、地域を活用した子どもの生活空間のようなもの

を大人がどのように示すかが重要である。顔が見える地域づくりや地域のコーディネ

ートについて、行政の仕掛けをどのように考えているかを教えてほしい。 

 

●事務局 

 ・放課後子ども教室は、地域の人がボランティアで子どもたちの育ちを見守る事業だが、

地域の人も多忙であり、拡充を図ることが難しい現状がある。地域の力をどのように

活用して、子どもたちの放課後をサポートするかは、課題だと認識しているが、現時

点では放課後子ども教室や学童保育以外についての検討は進んでいない。 

 

○委員意見 

 ・子どもの遊びが少なくなり、管理された中で子どもたちが過ごさなければならない社

会になっている。地域の連帯感も失われつつある。昔は、遊びながら地域の人に怒ら

れることがあったが、今はなくなっている社会で、何か突破口になるものがないかと

いう視野が必要だと思う。 

 

○委員意見 

 ・保育園も認定こども園も小規模保育事業も保育士不足である。小学校くらいの子ども

をもつ保育士資格を持った母親で遅い時間でも携われる方が、学童保育にけっこう行

っている。他の資格所持者や学校退職者なども活用してはどうか。 

 

●事務局 

 ・平成 27 年４月から、学童保育の設備及び運営に関する基準を条例化するが、職員とし

ては、保育士、社会福祉士、教員などの有資格者や高卒以上で児童福祉事業に２年以

上従事した人などで、都道府県の研修を修了した人が放課後児童支援員となる。なお、

職員のうち最低１人は放課後児童支援員であることが必要だが、それ以外は補助員で
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もよい。 

 

○委員意見 

 ・地域包括支援センターは高齢者の事業になっているが、子どもから高齢者まで１人の

人が継続的に関われるシステム、出産から 18 歳まで、地域の人やＮＰＯなど様々な人

が支えていけるような縦につながるネットワークづくりができればと考えている。１

人の子どもに何人もの大人が関わることは非常に大事なことである。地域のつながり

が弱くなっているため、どのような人が、どのように関われるかということを、行政

で考えていただき、社会福祉法人やＮＰＯ、教職員のＯＢなど専門性を持った人など

の地域の社会資源を活用しながら、地域の中で縦につながっていけるような視点での

サービスができればと思う。 

 

④子育て短期支援事業について 

○委員意見 

 ・最近高齢者向けの施設は充実してきているため、衛生面や病気のことも関係するもの

の、そこを活用して乳幼児とのマッチングができないかと思う。学童保育も、幼稚園

や保育所で延長保育を行っているため、連携が必要である。今後確実に子どもは減少

するため、既存の施設同士で、どちらかが増員しても互いに対応ができるような需給

計画をもち、共存する方法があればよいと思う。 

 

●事務局 

・現時点では高齢者と子ども、それぞれの分野でニーズも大きいと考えるが、将来的に

は、社会資源の有効活用という視点での相互活用が必要となる。こども家庭局と保健

福祉局などの関係部局と今後連携について検討したい。 

 

○委員意見 

 ・リフレッシュステイを利用する際の子どもの年齢を教えて欲しい。 

 

●事務局 

・リフレッシュステイは児童福祉法に基づく事業なので、18 歳未満が対象である。通常、

小さい子どもは乳児院で預かり、未就学児や学童年齢の子どもは児童養護施設で預か

る。この２つの施設は 24時間の施設で、ショートステイという形もある。また神戸市

では母子生活支援施設でデイサービスを行っており、未就学児や低年齢の子どもが中

心である。 

 

○委員意見 
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 ・神戸市でこの事業ができた当初は、息抜きのためにコンサートや映画に行きたい場合

など、理由を問わず保護者のリフレッシュで利用できたと思う。今でも使えるのか。 

 

●事務局 

 ・その通りである。神戸市の独自施策として、理由を問わず広く子どもを預かる事業を

行っていた。子育て短期支援事業はそのうちの一部を国の事業として位置付けており、

病気、出産、事故、災害、育児疲れなどが事由となる。自己負担額に差はあるが、受

入施設のキャパシティがあれば、今でも理由に関わらず預けることができる。 

 

○委員意見 

 ・２歳くらいの扱いが難しい多動の子どもを預けることも可能なのか。受入側は大丈夫

かという懸念がある。施設が一杯で断られたという話はよく聞くが、現状はどうか。 

 

●事務局 

 ・発達障害などの判定を受けていれば専門のサービスになるが、そこまでいかない、少

し育てにくい子どもは、子育てリフレッシュ事業を利用することができる。最近増え

ているが、各施設でも様々な職種の職員がいるため連携しながら受け入れている。 

 

○委員意見 

 ・施設側は、母親の状況や子どもの身体状況を聞いて預かるか判断しているが、実際に

は、ほとんどのケースで受け入れている。受け入れが難しい場合は他の施設にお願い

している。 

 

○委員意見 

 ・「４.子育て短期支援事業」と「８.一時預かり事業」の違いを教えてほしい。 

 

●事務局 

 ・「４.子育て短期支援事業」は、保護者の様々な事由によって子育てに支障をきたす場

合に利用いただくもので、主な理由は、保護者の育児疲れや、何らかの突発的な理由、

疾病などである。泊を伴う利用希望者には、ショートステイをメインに使ってもらう。

「８.一時預かり事業」は、保育所や幼稚園等で一時的に預かる事業である。資料１の

15 頁に事業内容の類型を記載しており、非定型保育、緊急保育、リフレッシュ保育と

なっている。その内非定型保育が約８割で、週に２～３日のパート就労の人などを中

心である。冠婚葬祭は緊急保育、映画鑑賞などはリフレッシュ保育となる。保育所等

が実施するため泊はなく、午前８時から午後６時の間で利用してもらう。 
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◎議長 

・似たサービスのため適切なサービスにつなげるコーディネートが必要だと思う。 

 

○委員意見 

 ・これは縦割りの弊害による顕著な例である。似たようなものが別々に議論されている

ことが現状だと感じた。現実的に保護者が困ったときに、適切に対処できるなら構わ

ないが、縦割りの解消を要望する。 

 

○委員意見 

 ・縦割りについては、現場では様々な連携を取りながら、細かいニーズに合わせて動き

が取れている。保育園で時間的に対応が困難な場合は児童養護で受けている。児童養

護は 24 時間対応の施設なので、保護者が帰れない場合は宿泊に変えるなど、柔軟な対

応を行っている。 

 

○委員意見 

・「４.子育て短期支援事業」は、２歳以上をひとくくりにし、２歳以上 18歳未満が同じ

料金ということに疑問を感じる。多大な税金がつぎ込まれているため、保護者は 3,600

円支払えばデイサービスを利用できるが、民間の無認可で実施している預かり事業の

料金とは全く異なる。13 事業すべてに共通して言えることだが、国を挙げて子育て支

援を行うのであれば、税金が投入されていることをどこかで情報提供すべきだと思う。

子どもの状況は２歳と４～５歳でも異なる。認定こども園の利用者負担は３歳未満と

３歳以上で区分している。２歳以上 18歳未満は、よりきめ細かい区分けにしてはどう

か。 

 

●事務局 

・通常、乳児院で預かる年齢が０～２歳のため、「４.子育て短期支援事業」の２歳未満

と２歳以上 18歳未満は、乳児院で預かるかどうかで年齢区分を設けている。 

 

○委員意見 

 ・障がいがあるか判断がつかない子どもを預ける際には、まず保育サービスコーディネ

ーターに相談すればよいのか。 

 

●事務局 

 ・区のこども福祉係の窓口に保育サービスコーディネーターが配置されているため、保

育サービスコーディネーター・担当職員のどちらでも、利用希望時間や年齢に応じた

適切なサービスを案内できる。必要に応じて保育サービスコーディネーターと担当職
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員が連携を取り、さらに具体の対応が必要な場合は個別に対応している。 

 

◎議長 

 ・実際に動き始めると問題が出て、改善が必要になると思う。ＰＤＣＡを活用し、連携

システムをできるだけ早く作り上げていただきたい。 

 

⑤乳児家庭全戸訪問事業について 

○委員意見 

 ・生後４か月までに問題が起こるケースが多い。問題がある場合はまず保健師が、次は

助産師が行くということだが、事前に問題が分かっていない場合の情報提供や体制は

どのようになるか。 

 

●事務局 

 ・事前に分からない場合でも、後のケースカンファレンスや連絡会などで支援方針を決

めている。訪問した人同士の連携で問題解決を図っている。 

 

⑥養育支援訪問事業について 

○委員意見 

 ・支援期間が原則として派遣開始から３か月となっているが、３か月以降は何か方法が

あるのか。３か月の根拠は何か。 

 

●事務局 

 ・一定期間ホームヘルパーを派遣することによる家庭環境の改善を目的としている。そ

こで一度改善の度合いを見て、別の支援が必要か、ホームヘルプを続けるのがよいか

などを検討する。場合によっては、ホームヘルプの延長も考えられる。特に虐待など、

ホームヘルプ以外の事業の支援が必要な場合は、様々な角度から支援を行う。 

 

○委員意見 

 ・児童養護施設では、ファミリーソーシャルワーカーがアフターケアを行っている。フ

ァミリーソーシャルワーカーなどとの連携も必要だと思う。どの時点でサービスを打

ち切るかはかなり難しい。特に施設から退所する子どもたちのアフターケアについて

は、今後力を入れていくことが必要である。 

 

○委員意見 

・産後ホームヘルプサービス事業は、育児ストレスや産後うつ状態になった人が対象だ

が、その前段階に受けることによって、親子だけで一日過ごすことによる育児ストレ
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スや産後うつを回避できることもあると思う。柔軟な受け入れを希望する。 

 

●事務局 

・産後ホームヘルプサービス事業は、本人の希望で利用することができる。予防的な側

面もあり、母子手帳発行時の保健師による全数面接でリスクが高い人、訪問指導で気

になる人にはこのサービスを案内している。可能な限り受け入れたい。 

 

⑦地域子育て支援拠点事業について 

○委員意見 

 ・保育所の園庭開放などの数は入っていないのか。 

 

●事務局 

 ・入っていない。 

 

○委員意見 

 ・区によって格差があると思うが、地域子育て支援拠点事業は、ほぼ一杯という感触を

もっている。主体が異なれば特徴も異なると思うが、今はどこもおなじようなことを

行って、特徴が見えない。子育てが難しい子どもの居場所がないままである。正直、

これほどの数は必要ないと思っており、数を増やすのではなく、例えば大学でしかで

きないもの、園庭や専門家があるからできることなど、各施設に特化した内容にこだ

わっていただきたい。 

 

●事務局 

 ・それぞれの施設の特性や利用者側の多様なニーズに合わせて、様々な事業展開を図り

たいと思っている。 

 

⑧一時預かり事業について 

○委員意見 

 ・幼稚園ではこの秋の在園児の認定申請によって、平成 27 年度がスタートするまでに動

向が分かる。幼稚園でも預かり保育を実施しており、見込みが増えても十分対応する

ことができる。ただし、認定こども園になって２号に変わる人も出てくるため、今後

の動きによっては修正が必要である。 

 ・14 頁の「事業内容」で「①」の「通常の保育時間の前後」は、幼稚園なので「教育時

間」に変更していただきたい。 

 

⑨病児保育事業について 
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○委員意見 

 ・前回、病児保育はキャンセルが多いという話があったが、実際にキャンセルをしたこ

とがある。昼間に子どもが熱を出した場合、次の日の仕事のことを考えて申し込むが、

他で都合がつき、預けずに済むこともある。預かってもらえる場があるのは安心であ

る。このような事業にも、お金がかかっているということを利用者に伝えれば、もっ

とありがたみを感じてもらえると思う。 

  

●事務局 

 ・病児保育のキャンセル率は全国で約 25％であり、この事業量の見込みにも反映してい

る。実際の申し込みはかなり多い。 

 

⑩ファミリー・サポート・センター事業について 

（特に意見なし） 

⑪妊婦健康診査事業について 

（特に意見なし） 

◎議長 

 ・本日の意見を受け、引き続き検討していただきたい。次回は確保方策について承認い

ただきたい。 

 

（２）「教育・保育」に関する部会での検討状況（報告） 

◎芝野議長 

 ・次回の部会で、最終案をとりまとめ、次回の子ども・子育て会議で報告する。 

 

○委員意見 

・先週木曜に東京で認定こども園について内閣府の説明会があり、全国から園長や施設

長が集まった。その時に出たことを報告して、要望を申し上げる。幼稚園からは「保

育料が決まらないのに募集を行うのは考えられない。」と内閣府に訴えていた。「１号

認定の方が預ける時間が短いにも関わらず保育料が高くなる」ことについても、内閣

府に対して、「現場でこのようなことになっていることを分かっているのか」と厳しい

意見が出ていた。神戸市ではこのようなことが起らないような価格の設定をお願いし

たい。 

 

（３）その他 

●事務局 

 ・前回いただいた追加意見は、議長に相談のうえ、議事録に掲載した。追加意見の中で、

この会議で市の考え方を示してほしいというものが２項目あったので報告する。 
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 ・１点目は、企業への周知方法に関するものである。市内に「こうべ男女いきいき事業

所」が指定されているが、人事担当者に制度内容を理解していただくための説明会を

開催してほしいという意見があった。市内の事業所には、子ども・子育て分野にも理

解いただき、今年度に入ってからも子ども・子育て新制度や神戸市の子育て施策につ

いて、数回、説明会を開催した。「こうべ男女いきいき事業所」は、男女が共に働きや

すい職場づくりに向けて積極的に取り組んでいる事業所で、現在 61 の事業所が表彰さ

れている。「こうべ男女いきいき事業所」への周知としては、「こうべ子ども・子育て

支援新制度通信」の創刊号と第２号を対象事業所に送付して、新制度について案内を

している。今後もパンフレットや通信の続報を送付して、制度の周知を図りたい。送

付した事業所の中には、社員への周知を図りたいという回答をいただいたところもあ

る。今後も、協力いただきながら、周知を図っていきたい。 

 ・２点目として、子ども・子育て会議の委員の中に、公立幼稚園や公立保育所の代表者

がいないことについて質問があった。神戸市子ども・子育て会議の所掌事務は、子ど

も・子育て支援事業計画の策定、特定教育・保育施設や特定地域型保育事業の利用定

員の設定、幼保連携型認定こども園の設置や廃止の認可について意見を述べることな

どである。このような所掌事務に関して、行政内部だけで議論を進めるのではなく、

広く意見をいただきたいという趣旨から、各方面から委員に就任していただいた。公

立幼稚園や公立保育所は行政組織の一部なので、保育所の運営担当や教育委員会の公

立幼稚園の担当は、事務局として参画している。そのため、委員として任命する考え

はなく、今後もその予定はない。 

 

○委員意見 

 ・公立幼稚園や公立保育所の代表者がいないという点についてだが、幼稚園・保育所の

代表委員は公私両方の立場で意見を述べており、私立に偏った意見にはならないよう

にしていることを申し上げておく。 

・公私ともに、幼稚園がもっとも大きな変化を迎えることになる。認定こども園に移行

する園が１～２割しかない市が多いと聞いているが、神戸市では行政が会議を中心に

しっかり方針を示しているため、他市に比べて幼稚園から認定こども園に移行すると

ころが多い。神戸市は５年間の計画期間を前倒しし、平成 30 年度で「量の見込み」に

対応することを目指しているが、国が金額面などの全容を示していないため、移行し

たくて踏み込めない幼稚園が多い。この秋からの募集を見て考えることとして検討中

としていたり、平成 30年度以降に考えたいと回答した園もある。量の見込みや確保方

策を次回の部会と本会議で決定したいということだが、大変厳しいのではないか。 

 

●事務局 

・次回第８回の会議は、10 月中の開催で日程調整を行っている。日時が決まり次第連絡
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する。追加のご意見等は、お手元の用紙に記入のうえ、９月８日（月）までに事務局

宛てに提出をお願いする。 

 

３．閉会 

以上 
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第７回 神戸市子ども・子育て会議 委員追加意見 

 

 

１．「４.子育て短期支援事業」と「８.一時預かり事業」について、対象年齢のことで意見

を述べたが、利用料金を２歳以上をもう少し細分化して設定してはということで申し上

げたが、提案の金額、例えばデイサービス１日 3,600 円を年齢が上がったから下げろと

言っているのではない。むしろ２歳未満児や３～５歳児を上げてはという提案である。

リフレッシュを理由に預ける場合のショートステイもデイサービスも安すぎるように思

う。 

 


