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第４回 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 

 第３回「保育所等認可部会」（合同会議） 議事要旨 

 

日時：平成 26年５月 21日(水) 10 時～12 時 10 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）教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」について  

○委員意見 

 ・量の見込みが平成 30年度より平成 29 年度が上回る場合、多い方を重視するのか。 

 

●事務局 

・平成 30 年度の見込みより上回るものは、平成 27 年４月１日の数字を推移させる。供

給過剰ということで廃園にすることはない。 

 

○委員意見 

・新設園はまだ作るのか。幼稚園や保育園が認定こども園にどのくらい移行するかを確

認してから決めてはどうか。平成 27 年４月時点ですでに着工していては、供給過剰で

もストップをかけられなくなる。 

・資料３の２頁目の下の表について、量の見込みの減少に対する方策はあるか。公私の

幼保の空き教室を３号への転用や学童保育への利用に考えてはどうか。 

 

●事務局 

・保育所の平成 27年度の整備は、資料３の２頁目に０歳 445 人、１～２歳 517 人、３～

５歳 98 人と示している。保育所は 60 人定員なら３～５歳は約 40人であり、３～５歳

で 98人であれば、認可保育所は２～３園になるというイメージである。０～２歳につ

いては、小規模保育事業所で対応するというのが一般的な整備となる。注釈で「さら

に幼稚園（１号）から認定こども園への移行により、２、３号の増が見込まれる」と

あるように、見込みの数値が出ていない。今後 11地域を見込む際に併せて検討したい。 

・教育の利用定員について、参考で平成 25 年５月１日の在園児童数 21,968 人を記載し

ている。今回は仮に私立幼稚園は定員、公立幼稚園は在園児で算出しており、利用定

員をどのように置くかで数値は変わると考えている。 
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○委員意見 

・資料３の「検討にあたっての視点」の１は、市長の公約でもあり待機児童の解消が図

られ、２も平均的な整備や随時見直しをするという点で賛成である。 

・幼稚園から認定こども園への移行による２、３号の増加について現在の状況はどうか。 

 

○委員意見 

・１号の在園児の中で、神戸市規定の 64 時間以上就労の２号は現状で２割強から３割弱

と見込まれる。幼稚園がすべて認定こども園に移行すれば、現状の定員である 21,968

人の２割強が２号の数になる。 

・「保育所は基本的に幼保連携型認定こども園に移行し、なれないところが保育所型のま

ま残る」と言われているが、幼稚園は「できない」ではなく、歴史や教育理念などか

ら施設面は整備できても、あえて幼保連携型認定こども園に移行しないところもある。 

・現状の就園奨励助成金も所得やきょうだいの数によって変わる複雑なものだが、国の

公定価格は幼稚園の規模や人数も条件となり、さらに複雑である。理解できる経営者

が何人いるか懸念する。県が６月に行う幼稚園の移行調査ですべて出てくるかも心配

である。 

・幼稚園のこの秋の募集が心配である。新制度が定着するのが平成 29 年度くらいだと思

うため、29 年度で移行が打ち切られるのは時期尚早である。 

・幼稚園は認定こども園への移行のために、給食室や低年齢児向けの保育室などの整備

に半年から１年間の猶予が必要である。平成 27 年度からスタートするには既に工事に

着工して秋には完成が必要である。平成 27～29 年度での見直しには懸念している。 

 

○委員意見 

・保育園が幼保連携型認定こども園に移行しても供給量は増えないため、保育の確保の

状況に変わりはない。幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行が重要である。 

・公定価格のイメージが発表されたが、神戸市はどのように評価しているか。 

 

●事務局 

・一部の仮単価のイメージのみ発表されており、地域ごとの単価や定員規模別の単価な

どの全体像はまだ分からないが、関係団体のシミュレーションによると、「今より随分

単価が低くなり、これでは到底進まない」と聞いている。国は、「合算や積算すべきと

ころをしていないことで単価が低く見えている」と言っており、５月 26日の国の子ど

も・子育て会議で示される予定の仮単価では、難解な部分が修正される予定である。

修正後の仮単価を見て評価したい。 

・ここで示しているのは、平成 30 年度の量の見込みを充足するために、平成 29 年度ま
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でに施設整備を行うという整備目標の年度である。既存の保育所や幼稚園から認定こ

ども園への移行を平成 29 年度までに打ち止めにするということではなく、平成 31 年

度でも、計画期間中であれば既存園から認定こども園への移行は可能にしたい。 

 

（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 

・「国の基準に加えて１人以上の保育教諭等を配置しなければならない」は、園全体でプ

ラス１人か、学年でプラス１人か。 

 

●事務局 

・園全体である。 

 

○委員意見 

・幼稚園で預かり保育を行う場合、担任では過重な労働になるため余分な人員を入れる

園もある。幼稚園では県で認めている補助対象教諭があり、３歳児の短時間保育を行

うためにも、担任は２人認められている。幼保連携型認定こども園に移行すると、1 号

の子どもも、20 人の子どもに対して先生が１人しかつかなくなり、手厚い保育ができ

なくなるため、幼保連携型認定こども園への移行に躊躇する幼稚園も出てくると思う。 

 

●事務局 

・幼稚園は１学級に１人の先生を配置する。先生の数は学級数プラス加配の先生の数に

なる。保育園や幼保連携型認定こども園は、子どもの数に応じて先生の数が決められ

る。３歳児 50人を現在の幼稚園と同様に 25人で１学級を編制する場合２学級となり、

担任の先生２人、加配１人があれば計３人になる。20 人につき１人の基準となると、

50 人だと 2.5 人になり、切り上げて３人になる。考え方が異なるため、どちらが手厚

くなるということは一概には言えない。 

 

○委員意見 

・長時間の子どもと短時間の子どもを同じクラスにする場合、保育園では給付を使って

常勤２人と非常勤２人などで対応していると思うが、それでも減ってくる。 

・「国の基準に加えて１人以上の保育教諭等を配置しなければならない」については、兵

庫県の認定こども園に対する考え方によっても、検討する考えはあるか。 
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●事務局 

 ・県とすり合わせして、あまり違いが大きくならないようにしたい。 

・幼稚園の先生の数は学級数によって決まるが、資料４－１の一番下の基準は、常時先

生がその場にいなければならない基準である。開園時間が 11 時間の場合、非常勤の先

生も含めて基準を常にクリアするという点も、幼稚園と保育園では考え方が異なる。 

 

○委員意見 

・幼保連携型認定こども園は、すべての子どもを受け入れ、新制度をすべて実施できる

施設になる。神戸市独自の基準として暴力団排除が含まれているが、阪神淡路大震災

を経験した市ということも忘れてはならない。当時は心のケアの必要性が叫ばれたが

20 年経ち「もう必要ない」と言われている。しかし、発達障害などの専門の先生は、

母親になってから子どもにも影響が出て、小学校で発達障害が一気に増えたのではな

いかと懸念している。学校に養護教諭がいるように、専門的な知識で子どもをみたり、

相談に乗ることができる職員が必要と思うがどうか。 

 

●事務局 

・子どもの健全な育成のために、養護教諭や心のケアなどの専門の資格をもつ職員がい

ることはあるべき姿だが、ここで議論しているのは認可のための最低基準である。す

べての園に義務づけると基準違反となり認可できなくなったり、認可取り消しになる

園も出てくるため、慎重に考えるべきである。 

 

○委員意見 

・資料４－１の１頁の、「検討中」の部分について、国の基準と県の基準のメリットとデ

メリットをそれぞれ教えてほしい。 

 

●事務局 

・新規の子ども園の場合、部屋の広さは１学級当たり 53 ㎡以上となっているが、狭い市

街地の中で、現実的に１学級 53㎡以上や医務室 100 ㎡以上が確保できるか疑問である。

現場の感覚として、教育上 53㎡が望ましいかどうか、ご意見をいただきたい。 

 

○委員意見 

 ・教育面では、現在の幼稚園の基準が 53㎡以上のため、同等の定員なら必要である。 

・既存の幼稚園や保育園が幼保連携型認定こども園に移行する場合は、現行の基準を移

行するということだが、新設の基準に合わない部分の努力義務などは考えているか。 

 

●事務局 
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・理想は新基準に合うことだが、現実的に改修は難しく、目標基準にせざるを得ないと

考えている。 

  

○委員意見 

・広さは、園内だけか。地域の学校や公園を借りることも含めてよいのか。 

 

●事務局 

・資料４－１の２頁に、「園舎及び園庭は原則同一敷地内又は隣接に設けること」とあり、

離れると基準に合わない。安全への配慮からと思われる。 

 

○委員意見 

・一段落したら、目標に満たない既存施設については、神戸市の目標を設けて、隣接の

ものも含めるなどで、将来的にはこの基準に合うようにしていただきたい。 

 

○委員意見 

・神戸市は園庭にこだわり、近隣の公園の利用などは認めていない。既存の保育所は、

国の基準に劣るものではない。幼保連携型認定こども園に移行するにあたり、必要以

上のものが要求されると、必要なところに園が存続できなくなる。案のとおり、「ただ

し、既存の施設の保育室又は遊戯室が『国の示す基準』と満たすときは、この限りで

はない」は、10 年後も見直すことはないことをお願いしたい。 

 

○委員意見 

・既存の保育所のまま残るケースや保育所型認定こども園はこれでよいが、幼保連携型

認定こども園であれば、それくらいの覚悟が必要である。幼稚園が移行する場合は様々

な見直しが必要で、２号、３号を受け入れるために１号の枠を削減するところもある。

保育所は何も見直しが必要ないということでは困る。待機児童解消のため少人数なら

今の規定に合うというところも、５年後や 10 年後には見直しをしていただきたい。 

 

○委員意見 

 ・バスの先生は非常勤の先生で対応しているため、ここでの記載は必要ないのか。 

 

●事務局 

・バスについては認可基準ではまったく触れていない。バスの運行は園の判断のため、

運行に必要な人員配置は園で考えていただきたい。 

 

○委員意見 
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 ・調理員の数は、幼保連携型認定こども園になるとどうなるのか。 

 

●事務局 

 ・調理員の数の認可基準は、「１人以上」となっており、それ以外の基準はない。 

 

○委員意見 

・神戸市の保健所は、「何人分の給食では調理員が何人以上」、「合計で 500 人分以上なら

管理栄養士が必要」など大変厳しく言われている。条例に入るかどうかは分からない

が、管理栄養士や調理師免許所持者が必要な数など神戸市の他の状況も教えてほしい。 

 

●事務局 

・認定こども園法や児童福祉法上の認可基準では、そのような内容は触れていないが、

集団給食施設として、食品衛生関連の法令による規定は順守する必要がある。国の基

準でも人数までは規定されていないため、神戸市でも人数の規定はしていない。 

 

○委員意見 

・学級編制については、保育園では、未就学児はできるだけ多様な関わりの中で成長す

ることが望ましいと考え、異年齢のグループ編制を作っているところも多い。幼保連

携型認定こども園では、横とのつながりをもつクラス編制が必須となるのか。 

 

●事務局 

・「学級は、原則学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原

則とする」は、現行の幼稚園設置基準とまったく同文の規定である。縦割りのみで同

一学齢の学級を設けない場合は、幼稚園設置基準違反や幼保連携型認定こども園の基

準違反になるが、同一学齢の学級編制を行ったうえで、日常的な諸活動を異年齢のグ

ループで行うことは、法令解釈上は許容される。 

 

○委員意見 

・３～５歳で縦割りをしている幼稚園もあるが、私どもの幼稚園では、保育年数やその

時の子どもの状況によって４～５歳で縦割りをしている。例えば、きょうだいが少な

くなっていることから、４～５歳が同じ部屋で生活を行うが、学年毎に必要な教育・

保育を行う時は、４歳と５歳に分けてそれぞれに担任が１人ずつついて指導を行う。 

・資料４－２の事業所内保育事業について、９頁の別表の地域からの受入は、努力目標

か、達成目標か。 

 

●事務局 
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・利用定員については、全体定員数と地域枠を設定することとなっている。枠の人数に

満たない場合もあると思うが、あくまでも枠を設けるということである。 

 

○委員意見 

・事業所内の需要が多い場合、地域枠を使うことは可能か。 

 

●事務局 

 ・事業所内の需要を地域枠で使うことはできない。認定を変更するなら話は別である。 

 

（３）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」について 

○委員意見 

・延長保育の 2,500 円/月、4,500 円/月などは、幼稚園の一時預かりの料金とかなり異な

る。１号の一時預かりの料金はどうなるか。料金によって数の見込み量は変わる。 

・幼保連携型認定こども園になった場合の１号の一時預かりは、市は関与せず従来通り

として、３頁目の事業もこのままということか。 

 

●事務局 

・一時預かりは市町村の地域子ども子育て支援事業の 1つとしての委託事業である。料

金設定を、従来通りの水準にするか、変更するかは、国の補助単価も見ながら今後議

論することになる。 

 

○委員意見 

・資料５の２頁目にあるように多くのニーズがあり、幼稚園は今後どうするか迷ってい

る。本来は２号認定であるが幼稚園に通わせ、預かり保育を利用しながらフルタイム

で働く母親も多い。それが保育園に近い料金で一時預かりが利用できればありがたい。

来年、再来年は、２号で受け入れてもらえなければ１号にして、自分が希望する幼稚

園に行かせる人も出てくると思われ、その際には一時預かりを利用するケースもある。

今後国の補助単価も考慮して保育園に近い金額を検討していただくことになると思う。 

・保育所では、保育の前後に無料の 30分の特例保育が認められているが、幼稚園の預か

り保育では、保護者がいくら遠くから通っていても考慮されず、時間で料金が決めら

れる。一時預かりにも同等の手厚い配慮があればありがたい。 

 

◎議長 

 ・資料５の１頁だが、時間は合計せず、別々に支払うのか。 

 

●事務局 
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 ・セットである。通勤 30 分の場合、合計１時間預かっても 30分の延長料金となる。 

 

○委員意見 

・私も幼稚園の一時預かりの延長保育は料金を気にしながら利用していたが、保護者は、

認定こども園になって料金がどのように変わるか関心をもっている。１号認定子ども

の幼稚園の預かり保育事業の定期的利用状況について、調査するのか。 

 

●事務局 

 ・既存のニーズ調査から、幼稚園の預かり保育の定期的な利用者の数値を把握する。 

 

○委員意見 

・幼稚園の一時預かりは、子どものきょうだいの学校の行事等で、子どもを連れて行け

ない時に利用するケースも多い。学校行事があるときは、延長保育の子どもの数が多

くなるが、何もないときは数人のみという状況である。そのため、「事業実績」は、実

際に常に必要な人の数と差があると思う。 

 

●事務局 

 ・利用者の中には様々な人が含まれているため、利用頻度も考慮して適切に算出したい。 

 

○委員意見 

 ・保育所は延長時間毎の利用実績があるが、幼稚園でも時間毎の利用状況は分かるか。 

 

○委員意見 

・市内 97の私立幼稚園で、午前７時から午後７時まで長時間預かり保育を行うところは

約半数であり、それだけニーズがあることを示している。 

・幼保連携型認定こども園で一時預かりを行う場合、現在の保育園と同様、リフレッシ

ュや緊急の一時預かりとして、園児以外の子どもの受入も必須になるのか。現在は、

幼稚園で園児以外の受入を行っているところは少ない。 

 

●事務局 

・一時預かりは、幼保連携型認定こども園の子育て支援事業の中でメニュー化されてい

る。現時点では、メニューはいずれかを一つまたは複数を選択することになっている。

幼保連携型認定こども園は、地域の中の拠点として一時預かりも実施できるよう、制

度設計の中で相談したい。 

 

◎議長 
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・幼保連携型認定こども園に、本来は２号認定だが１号で入園している子どもが、一時

預かりを利用する場合、他の子どもと料金は同じか。 

 

●事務局 

・幼保連携型認定こども園の公定価格の詳細や、市町村事業の一時預かりの一般型、幼

稚園型の単価はまだ示されていないが、国の議論の中では、「差が出ないように」とい

う意見が出ている。 

 

○委員意見 

・同じ幼稚園内の、２号と１号の料金が変わらなくなるのか。先ほどの話から、２号と

１号は、同じ幼稚園内で同じ時間の保育を受けていても、支払う料金が変わると認識

している。より安い料金を求めて、異なる幼稚園で一時預かりを利用するケースも出

てくるのではないかと思う。 

 

○委員意見 

・幼稚園の一時預かりの料金と比べると、明らかに幼保連携型認定こども園で行う料金

のほうが安いため、他の幼稚園の一時預かりを利用するケースは想定しにくい。 

 

◎議長 

・２号は、保育料の中に組み込まれている。１号は保育料が２号より安いが、一時預か

りを利用する場合は利用料金を支払うことになる。 

 

○委員意見 

・現在幼稚園の保護者は就園奨励費を受け取っているが、それがまったくなくなる。保

育園は、同じ保育時間でも収入に応じて保育料金が異なる。幼稚園の１号もそれと同

様に、保育料金が異なってくる。保護者が幼稚園を選ぶ場合、保育料金も一つの選択

肢である。保育料金は収入に応じて変わるため、１号は公立も私立も均一であるべき

である。幼保連携型の施設は一時預かりの料金を独自に設定できるのか。 

 

●事務局 

・一時預かりは市町村の事業のため、神戸市が概要を決めて委託事業とするのか、各園

の裁量に任せて不足分を補助金として投じるかは、今後の検討になる。 

 

◎議長 

・本案件については、５月 30日に開催予定の第５回子ども・子育て会議に報告する。事

務局は、本日の議論を踏まえて、次回までに一時預かり事業の量の見込みの補正を行
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って数値を算出して、確保方策の案とともに報告をお願いする。 

 

（４）保育の必要性の認定及び利用調整について（報告） 

○委員意見 

・現在保育園は区役所で、幼稚園は各園で申し込みを行う。神戸市は、新制度の認定こ

ども園の２号、３号は区役所で申し込みを行うと言っているが、契約は市とではなく、

保護者と各施設が結ぶ。国が定める優先順位をもって希望の施設を申し込み、それを

元にその施設の中で受け入れることにならないのかと以前から疑問に思っている。２

号、３号は、税金を使うため市がイニシアチブをとることも分かるが、個人と施設の

契約という面からは疑問である。また、このようなことを一般市民が知らないうえに、

幼稚園の１号と保育園の募集時期が大きく異なるため、大混乱が予想される。区役所

の中で 10段階を設けて透明性を図ると言われても、采配するのは各区役所の担当なの

で、当てがわれた子どもを保育するという現状の保育園のままを、なぜ認定こども園

でも踏襲しなければならないのかと思っている。 

 

●事務局 

・保護者に希望の施設を聞き、保育の必要量と選考基準を掛け合わせた中で選考を行い、

定員を上回る希望がある場合に調整を行うため、基本的には希望を踏まえている。様々

な事情を考慮するが、定員を上回らなければ、希望の施設に入ることができる。 

 

○委員意見 

・現在保育園は、区役所では自宅に近いところを勧めるが、通勤に便利な駅に近いとこ

ろを希望する保護者がいることから、駅に近い保育園の待機児童が多い。一方で、住

まいや通勤に関係なく、「この施設の教育目標や環境などの内容がよいから行きたい」

と言うと、本人のわがままとみなされるのではないかと思ったりする。 

 

●事務局 

・今後、情報公表制度が検討されており、幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育

事業等が、保育・教育方針や就業者、事業者、保育者の人数などの情報をすべて公表

することが考えられている。できるだけ分かりやすく公平に情報提供することで、保

護者が判断でき、希望があまりにも集中しないようになればと思っている。 

 

○委員意見 

・認定こども園になってもっとも混乱が予想されるのは、２号である保護者が、10月１

日の幼稚園の申し込みに行ってしまうことである。また、２号の枠で認定こども園に

入れなかった人が「１号でもよいから入れてほしい」と希望しても、１号枠が一杯で
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入れないということが予想される。幼稚園によっては、10月１日には選考が決まって

いるところもある。実際に４月になっても定員割れしている幼稚園は多いが。 

 

●事務局 

・従来は、幼稚園と保育園の背景が異なるため、受付の時期も、幼稚園は 10 月から、保

育園は 12月からと異なっていたが、今後はできるだけ縮めたい。一般市民や利用者へ

の事前周知も今後積極的に努めていく。 

 

○委員意見 

・今も保育所の振り分けだけでもかなり大変で、12月の申し込み後３か月かかっている。

それに幼稚園の２号、３号も加わるため、本当に区役所でできるのかと懸念する。例

えば、元幼稚園である認定こども園に行く人については、予め、自分の優先順位のラ

ンクを把握して、10 月１日の申し込み時に仮に申し込みを行うことはできないか。 

 

●事務局 

・利用調整基準は、今後市民に基準表を提示してパブリックコメントも実施する。それ

を受けて完成した基準表は、市民の目に触れやすいようにする。そのため、予め自分

のランクを想定することは可能である。幼稚園や保育園から出される情報を元に、家

庭の状況なども踏まえて判断しやすいようにしていきたい。施設を選択するための判

断の相談は、区役所の職員やサービスコーディネーターが対応する。 

 

○委員意見 

 ・市の条例として、一時預かり事業の設置基準のようなものを設ける予定はあるか。 

 

●事務局 

・一時預かりは地域子ども・子育て支援事業で、国の補助要綱などが示され、それに基

づいて市で要綱を作ることになる。国で、一時預かりを行うための設置基準などが記

載されると思う。それに従い、また必要に応じて上乗せの要綱なども検討したい。 

 

◎議長 

・本日の議論を元に、事務局で保育の必要性の認定、及び利用調整の検討をお願いする。 

 

●事務局 

・事業所内保育事業の地域枠と従業員枠の関係について補足する。地域枠の従業員の利

用は、年度当初はできないが、従業員枠がすべて一杯の場合、年度途中で復職希望が

ある場合は、地域枠を使うことができる。ただし、地域枠 10 人のうち５人しか使って
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いない場合、年度途中にさらに５人の地域枠の希望があれば、それは受けなければな

らない。つまり従業員枠をすべて使ったうえで地域枠を使うことで、定員を超えるこ

ともあるが、一時的には認められる。ただし面積基準などをクリアしたうえである。 

・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、６月 12日（木）を

予定している。 

・第５回子ども・子育て会議の親会議は５月 30日（金）に開催する。 

・追加の意見等は、５月 28 日（水）までに事務局宛に提出をお願いする。 

 

３．閉会 

以上 


