
1 

 

第５回 神戸市子ども・子育て会議「教育・保育部会」及び 

第４回神戸市市民福祉調査委員会 児童福祉専門分科会「保育所等認可部会」 

（合同会議） 議事要旨 

 

日時：平成 26年６月 12日(木) 10 時～12 時 

                 場所：神戸市役所３号館２階 3023 会議室               

 

◎議長 ○委員 ●事務局 

１．開会 

●事務局 

  

２．議事 

（１）地域子ども・子育て支援事業（延長保育・一時預かり）の「量の見込み」及び「確

保方策」について  

○委員意見 

 ・延長保育と一時預かり以外の事業については、後日議論するのか。 

 ・現在幼稚園で行っている預かり保育の分も、一時預かりの量の見込みに入れてほしい。 

 ・「幼稚園預かり保育事業」には、認定こども園も含むことを分かるようにしてほしい。 

 

●事務局 

・地域子ども・子育て支援事業の 13 事業は子ども・子育て会議の親会議で審議する。 

・幼稚園が認定こども園に移行した場合、保育認定を受けた子ども（２・３号認定）は

認定こども園の給付の中で行う。１号認定の給付を超えた利用については、一時保育

で対応する。 

 

○委員意見 

・現在、幼稚園や保育園が行っている、地域にいる小さい子どもをもつ親子への事業は

本部会ではなく、他の部会で議論するのか。 

 

●事務局 

 ・基本的には１～３号の認定を受けて利用する幼稚園、保育所、認定こども園、地域型

保育事業など、教育・保育給付に関するものが本部会の審議事項である。それ以外の

地域子ども・子育て支援事業は親会議で議論する。ただし、延長保育と一時預かりは、

実施場所が幼稚園、保育所、認定こども園などと関連するため、本部会で審議を行う。

事業計画だけではなく、目標量については、神戸市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）でも考えていくことになり、親会議での議論となる。 
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（２）基準条例について  

 ①幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の概要 

②家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の概要 

 ③特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の概要 

○委員意見 

 ・資料４―３の９頁「利用者負担額等の受領」の「⑤」は、どこが審査するのか。 

 

●事務局 

 ・事業者が、費用の内容と額、徴収理由について利用者の同意を得て徴収するもので、

私立保育園以外は市に申請して同意を得る必要はない。 

 

◎議長 

基準条例案のパブリックコメントを行い、９月市会での条例制定に向けて手続きをお願

いする。 

 

（３）その他  

 ①子ども・子育て支援法施行規則について 

○委員意見 

 ・基準条例の中には小学校との連携があるが、教育委員会と何かをするのか。 

 

●事務局 

 ・教育委員会については、小学校との連携が規定に入っている。小学校との連携につい

て、既に地域毎に関係者が会議を行っているが、より充実する方向になると思われる。 

 

◎議長 

 ・保育の必要性の認定について、子ども・子育て支援法施行規則に沿ったうえで、利用

調整の基準の案とともにパブリックコメントを行い、次回報告をお願いする。 

 

②私立幼稚園の新制度への移行に関する意向調査の実施について 

○委員意見 

 ・公私幼保のすべてのデータがこのスケジュールで揃うのか。 

 

●事務局 

 ・保育園が認定こども園に移行しても、２号、３号の定員削減がない限り量の確保には

影響ない。幼稚園が認定こども園に移行して２号、３号定員を設定するとその分が増
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えて事業計画に影響するため、今回は幼稚園の意向を調査する。公立幼稚園について

は、移行は可能だが、平成 27年度から認定こども園になるとは聞いていないため、現

状通りと想定して確保方策を検討している。私立幼稚園で平成 27 年度から認定こども

園に移行する園については、計画初年度の平成 27年４月１日の供給数に反映すること

とする。私立幼稚園の調査結果を踏まえ、次回の部会で確保方策を提案する。 

 

○委員意見 

 ・公立保育所の意向はどうか。 

 

●事務局 

 ・認定こども園への移行については、引き続き検討させていただきたい。 

 

◎議長 

 ・意向調査の結果を踏まえた教育・保育の量の確保方策について、次回報告をお願いす

る。 

 

③子ども・子育て支援新制度に関する広報活動について 

●事務局 

・子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に向けた広報活動について報告する。 

・６月 28日神戸国際会議場にて「子ども・子育て支援新制度フォーラム in 神戸」が柏

女霊峰先生を招いて開催される。主体は内閣府、文科省、厚労省だが、市も共催する。 

・広報紙 KOBE７月号で、子ども・子育て支援新制度の特集記事として、３面に渡って新

制度の趣旨や概要、手続きの流れ、関係者の声を掲載し、６月末に各家庭に配布する。 

・小さい子どもをもつ保護者を対象とするＡ３判の２つ折りのニュースを、公私の幼稚

園、保育所、児童館、子育て支援センター等に配布をお願いする。新制度の内容や保

護者の関心や疑問などを掲載し、初版を６月下旬に、その後月１回程度で発行する。 

・子育てサークルなどに市の職員が出向いて話をする「出前トーク」に、今年度から、「お

しえて！子ども・子育て支援新制度」というテーマを設けている。 

・幼稚園、保育園の協力を得て、事業者にも最新情報を的確に提供したいと考えている。 

 

◎議長 

・現場の先生も分からない人が多いため広報は大事である。小さい子どもの保護者だけ

でなく、就園前の子どもをもつ保護者への周知もお願いする。 

 

○委員意見 

・「子ども・子育て支援新制度フォーラム in 神戸」は国が主導だが、パネル展示やブー
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スを設けて質問に応えるなど、神戸市主導の情報発信を行うのがよいと思うがどうか。 

 

●事務局 

・まずは子ども・子育て支援新制度の共通理解を進めることが第一だが、神戸市独自の

取組として市民への周知を行うことも重要である。フォーラムでは玉田福市長がパネ

リストとして、神戸市の幼児教育や保育の現状、取組状況、新制度への準備状況など

を説明する。これ以外についても主催である国と相談したい。 

 

○委員意見 

 ・玉田副市長には神戸市のビジョンを話してもらいたい。「国に言われているから神戸市

もやる」という印象にならないよう、神戸は、子どもをもちながら働くという点でも

素晴らしいまちになるよう、子ども・子育て支援新制度のもとで何を進めようとして

いるかがきちんと伝わるようにしてもらいたい。 

・広報紙 KOBE や保護者向けニュース、出前トークを含めたすべてにおいて、国がスター

トしたからということではなく、子どもを主体とした場合の新制度の関わり、保護者

に何が求められ、どのような選択肢があるのかという視点で情報発信を行うのがよい。 

 ・13 事業がそれぞれに重要なものであることは分かったが、子どもを主体とした場合、

相互に関連する事業が複数あるものの、事業毎に数の見込みを立てているため、事業

同士の連携が分かりにくい。大事な案件を議論するうえでは、何と何が連携している

などの説明があったほうがよい。一般市民は 13事業を説明されても分かりにくい。子

どもを主体とした分かりやすくなるような情報発信をお願いする。 

 ・前回の会議でＥメール対応は行っていないということだったが、今の保護者はメール

での連絡が一般的である。保育サービスコーディネーターの配置だけにとどまらず、

広報紙 KOBE などで、保護者がどこに相談でき、どこで情報を得られるかを分かりやす

く発信してほしい。予め想定されるＱ＆Ａで提示することも準備してほしい。 

 ・事業者には設備運営基準などが条例で規制され、すべての事業者が監査・チェックを

されるのか。 

 

○事務局 

 ・今回の条例では、公立、私立を問わずすべての施設事業者に守っていただかなければ

ならないという法的義務がかかる。認可時に基準が満たされているか確認して認可し、

運営上も監査などでチェックを行う。守られていなければ指導を行い、最終的には認

可取り消しになることもある基準である。 

 ・広報活動は、アドバイスを参考にして、今後分かりやすい情報提供に努める。 

 ・教育・保育の量の確保方策は、２年前倒しの平成 29 年度整備で、待機児童を解消し、

潜在需要も含めてすべての保育の利用者が、何らかの事業サービスを受けることを目
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指している。施設の枠がなく一時預かりや一時保育を利用している人も適切なサービ

スを受けれるようにしたい。このような一時預かりの利用対象から外れるものは、待

機児童解消とは裏腹の関係にあるため、親会議と部会の両方で議論していただく。 

 

○委員意見 

 ・乳幼児健診や妊婦健診で配布や説明を行うなど、ローラー作戦も展開しなければ、数

年間は混乱する。できるだけ早く情報発信することが重要なため、様々な取組を行っ

ている民間にも協力をお願いしてはどうか。冊子を配布しても読まない人が多い。市

は「頼まれたら説明に行く」ではなく、アウトリーチを考える必要がある。 

 

○委員意見 

 ・利用者の立場で考えると分からない部分もある。行政の言葉は難しいため中高生や小

学校高学年でも分かるようにする必要がある。利用者目線での広報内容になればよい。 

 

○委員意見 

 ・就労している母親は子どもができた時点からが勝負なので、母子手帳と同時に情報が

ほしい。小さい子どもをもつ保護者を対象とするのでは遅すぎる。できるだけ早めに

分かりやすい形で情報提供してほしい。子育てサークルなど日頃保護者に教えている

立場の人が上手く教えられるような手法があれば、一般市民に広まるのではないか。 

 

○委員意見 

 ・話し手のニュアンスによって受け取り方は変わる。入り口部分の共通理解ができるパ

ワーポイント資料がホームページに掲載され、そこに神戸独自のキャッチフレーズが

あればよいと思う。市民会議も神戸市教育振興基本計画もキャッチフレーズがあり、

神戸市教育振興基本計画では「教育日本一のまち神戸」としている。パブリックコメ

ントで市民にキャッチフレーズを公募して興味を引き、「神戸は保護者も自己実現しな

がら、よい子育てができる魅力的なまち」などが実現できればよいと思う。 

  

④「教育・保育」に関する基本的な考え方（抜粋）について 

○委員意見 

 ・認定こども園に移行するにあたり、１号認定の利用定員が０設定の場合はどうなるの

か。 

 

●事務局 

 ・認定こども園で１号を設定しない場合、２号と３号ですべての経費を分担する。 
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○委員意見 

 ・小規模の幼稚園で２号、３号を最少区分にすると経営が厳しい。２号、３号を受け入

れるために認定こども園になるにもかかわらず、最少人数の設定が難しい。 

 

○委員意見 

 ・可能性を失うようなことは見直すべきで、２・３号認定については、10 人又は 15 人が

議論のスタートだと思う。 

 ・資料の「供給過剰区域」というのは１号～３号の分類分けではなく、全体としてか。 

 

●事務局 

 ・１号と２・３号を別で考える。 

 

○委員意見 

 ・１号は過剰なので１号は６人を 15人などにしている。区で考えると駅前は過剰でも郊

外地は定員を切っていたり、11 地域で考えても長田地域は過剰である。２・３号の最

低区分を 10 人にするか、15 人にするかは難しい問題である。 

 

●事務局 

 ・認定こども園で１号を設定しないことは可能だが２号は必須である。平成 27 年度当初

は、基本的には２号、３号の供給過剰はないと思う。平成 29 年度整備で需要を満たせ

ば、平成 30 年度以降は供給過剰になることが想定されるが、平成 31 年度までの計画

期間中は、幼稚園や保育園から認定こども園への移行を認めることになっている。２・

３号において、小規模園で６人だと 10人で満額入ってくるものが６割になる。公定価

格の最低区分に合わせた 10 人にするか、幼稚園や保育所との均衡で 15 人にするかを

議論いただきたい。 

 

◎議長 

 ・定員 10 人としても、実際に 10人に満たない場合はどうなるのか。 

 

●事務局 

 ・実際の子どもの人数分しか給付は出ないため、８人なら８人分で運営することになる。 

 

○委員意見 

 ・幼稚園が認定こども園に移行しても大部分が１号で、２号と３号は少ないことが想定

される。２号の枠をどのように設定するか悩ましい。１号は単価が安いため認定こど

も園になると経営が苦しくなる。小規模加算など私学助成があるため幼稚園のまま残
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るという考え方もあるが、いつまで私学助成があるか分からない。「設備的にも一番上

の幼保連携型がよいが、建学の精神や自由度がきくという点で幼稚園型や幼稚園のま

ま残る考え方もある」と話しているが、「国をあげた取組のため経営が厳しくても認定

こども園に移行して頑張らなければならない」と考える小規模な幼稚園が多い。既存

施設が経営難から廃園に追い込まれることがないようにしていただきたい。２～３年

で見直しができるため、定員を多くしておくほうがよいのではないかと思う。 

 

○委員意見 

 ・２号、３号を 15 人、１号を 10人以下と分けて定員を設定することはできないのか。 

 

●事務局 

 ・可能である。定員は、１号、２・３号で分けて設定しなければならない。 

 

○委員意見 

・今後の子どもの数の減少を考えると、新たな供給体がこれ以上増えることは懸念であ

り、幼稚園が幼保連携型認定こども園になるなど、既存施設で対応していくのがよい。

早期に受け皿を作りたいという状況としては、２号、３号は、今後供給過剰になった

場合は 10人しか枠を置けないというスタンスのほうが、意思決定しやすいと思う。 

 

○委員意見 

 ・10 人と 15 人では区分が異なり、10 人のほうが単価が高くなるのではないか。 

 

●事務局 

 ・15 人は「11～20 人」の枠なので 10 人の枠より単価が下がり、10 人の方が経営効率は

よい。 

 

○委員意見 

 ・既存の幼稚園が認定こども園に移行する際に、現に在籍する保育を必要とする子ども

の数が 20 人の場合はそれを上限とするが、子どもの数の減少から見直すことになる。

定員 15 人にすると逆に区分を選択できないことにもなるのではないか。 

 

●事務局 

 ・スタート時は現に在籍する２号、３号の子どもの数を上限にする。定員 20 人でも 10

人になった場合、20 人の単価で 10人分を運営することになるため、定員変更はありう

る。15 人を上限としたところで 10 人の区分を選択することも可能である。10 人また

は 15人で引き続き事務局にて検討を行い、もう少し精度を高めた案にて次回お諮りし
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たい。 

 

○委員意見 

・経費の分担について、１号と、２号、３号を折半すること自体は、変えられないのか。 

 

●事務局 

・「定員が１対１でないにも関わらず、１対１で折半するのか」と国に聞いたところ、「１

号が 10 人で２号・３号が 90 人の場合は１：９にするとなると、無数に組み合わせが

発生し、公定価格の換算表が膨大になる。折半して、１号の人数で割り、２号・３号

の人数で割るということしかできない」という回答で、やむ得ないと思った。 

 

○委員意見 

・事業者が安心して経営することで、子どももすこやかに育つ。先生の数年での離職や

保護者のモンスター化の問題などがあり、先生一人当たりの負荷が大きくなっている。

経営が安定しない方向にいくのは本末転倒である。公定価格が出て全国的に混乱して

いると思うが、さらに検討していただいたうえで、議論したい。 

 

⑤ニーズ調査における育児休業の取得状況等に関するデータ報告のお願いについて（報告） 

 

◎議長 

・全体を通して意見、質問はないか。 

 

○委員意見 

・複雑な制度なので、適切な広報で混乱を抑えることが重要である。既存施設がスムー

ズに認定こども園に移行できるよう、保育園や幼稚園の協力も得ながら進めてほしい。

資料は、一般市民からも意見をもらい、分かりやすいものにしてほしい。 

 

○委員意見 

・保育所は、従来から市の福祉を担っているが、幼稚園は県が管轄だったという違いが

ある。地域区分は芦屋市が最も高く、次が宝塚市と西宮市、その次が神戸市だが、神

戸市が今後どこまで上乗せしてもらえるかが気になる。認定こども園の幼稚園型は県

が条例を決めることになるため、国と異なる部分について表にまとめ、市民にも周知

してほしい。 

 

◎議長 

・すべての子どもの利益のための新制度だけに、複雑で分かりにくくなっている。制度
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的に分かれていた幼稚園と保育園が一つの制度に乗ることは画期的であるため、神戸

市のよりよい教育と保育につながるよう、今後の運用に期待したい。 

 

●事務局 

・次回も、神戸市子ども・子育て会議「教育・保育部会」及び神戸市市民福祉調査委員

会 児童福祉専門分科会「保育所等認可部会」（合同会議）として、７月下旬から８月

上旬の開催を予定している。 

 

３．閉会 

以上 


