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尼崎市子ども・子育て審議会 

第６回就学前の教育・保育のあり方検討部会 議事録 

 

開 催 日 時 平成25年10月15日（火） 午後６時30分～午後８時20分 

開 催 場 所 尼崎市立すこやかプラザ多目的ホール 

出 席  委 員 
勝木委員、瀧川委員、西川委員、橋本真紀委員、梅林委員 

濱名委員、宮崎委員、木田委員、鈴木委員、松崎委員 

議 題 
（１）新制度における施設・事業に対する基本的な考え方について 

（２）その他 

資 料 

・資料１ 第５回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 

・資料２ 子ども・子育て支援新制度における事業体系 

・資料３ 尼崎の現状等について 

・資料４ 就学前の施設・事業に対する考え方について 

 

 

開会 

 ●配布資料の確認 

 

 

 ●資料１に基づき、説明（部会長） 

資料１について、質問や確認しておきたいことなどがありましたら、お願いいたします。前

回出たことを、こうしてまとめていただきましたので、確認していただけたと思います。11月

下旬に開催予定の尼崎市子ども・子育て審議会の全体会議がございます。そこでの中間まとめに

向けて、４回、５回と就学前に身に付けておきたいこと、重視することに関する基本的な項目に

ついて、たたき台を基に意見交換を行いました。特に前回は、皆さんの意見を踏まえて、再提示

させていただいた資料を基に意見交換をさせていただきました。その意見をまとめたものが資

料１です。それで、追加でのご意見は、本日までに事務局へ書面で、ということでお願いをし

ていましたが、事務局、追加の意見はありましたか。 

（事務局） 

 ご報告させていただきます。追加の意見という形でいただいたものはございませんが、本日の

会議の開始時点で、こういうものがあるということで紹介いただいたものがございます。前回ま

でに配布をしております資料については、資料１に記載しているご意見を基に、ご紹介いただ

いた資料も参考にしつつ、部会長、副部会長とご相談させていただきながら、次回、報告させて

いただきたいと考えています。 

（部会長） 

 追加の意見はないけれども、こういうことが参考になるということをお示しいただいたという

ことです。今、いただいたということもございますし、資料１を見ても、表現や見せ方に対す
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る細部にわたるご意見はいただいていますが、基本的に、必須の項目が違うなどといったご意見

はないように思います。ここで、皆さんにお諮りさせていただきますが、前回の資料の修正は、

意見を踏まえ、可能な限り事務局で行い、次回、提示させていただくということで、今も事務局

からご説明がありました。ただ、ご意見の中でも、イメージ図の中での表現が難しいものや、色々

な表現のこともありました。それは、中間のまとめ以降、議論を進める中で、報告書の文章や、

あるいはお配りするようなものを、どのようにしていくかということは、そこでまた熟議をして

いきたいと思いますので、大筋は、前回の資料、基本的な項目としてはどうかということで考え

ますが、いかがでしょうか。 

一同 

（異議なし） 

（部会長） 

 ありがとうございます。それではその辺りを確認させていただき、このような意見をもう一度

反映させて、提示させていただくということで、よろしくお願いいたします。 

 

１ 新制度における施設・事業に対する考え方について 

  ●資料２に基づき、説明  

（部会長） 

事務局から資料２の説明をしていただきましたが、ここはご意見を頂戴するというよりは、

むしろ、これから今後その制度をしっかり考えていくにおいて、こういうことが基本的に行われ

ていくのだということを確認しなければならない資料だと思います。従って、ご意見というより

も、確認したり、あるいはこれはどういうことかという質問を出していただけたらと思い、ここ

で少し時間を取りたいと思います。この部会は、現状、他の部会よりも人数が多いです。そして、

先行して進んでおります。やはり、あり方はどうあるかということですから、この時間を活用し

て確認の作業を進めて、また、ここで確認できたことが、他の部会の参考にもなると思います。

ご不明な点、あるいはここはこういうことですね、という確認等ありましたら、お願いします。 

（委員） 

 見開きのところは、「内容は、国「子ども子育て会議」の資料より」となっていますが、他の

３つはどこから出てきた資料ですか。 

（事務局） 

 右上のもの以外は、国の資料を参考にしながら、尼崎市で独自に作成したものです。また、右

上の資料は、国がよく説明会などで使用している資料をそのまま貼り付けているため、国の資料

よりと記載しています。他の３つは、国の資料を参考に尼崎市で独自に作ったものです。 

（委員） 

 ということは、この見開き全部の資料は、日本が全部こういうことになるよ、今、なっている

と考えていいのですか。 

（事務局） 

 制度として、そのようになります。尼崎市も国の制度に則ってやっていく形になりますので、

基本的には、どこの市もこの形になります。ただ、事業量や設備が違うということは出てくると

思いますが、基本的なルールはこの形で進みます。 

（委員） 
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 ありがとうございます。 

（部会長） 

 重要な確認をありがとうございます。見開き右上以外の３つについては、国の資料を参考にし

ながら、尼崎市独自の形態で提示をしていただいてはいますが、しかし、これは、国の方向性で

あるということを確認していただきました。ありがとうございます。こういった確認をしていく

ことで、非常にこの資料が他の意見の基になってくると思います。いかがでしょうか。質問でも

結構です。 

（委員） 

 あちこちでよく質問しますが、子ども・子育て支援新制度における給付・事業について、子ど

も・子育て支援給付の中にある地域型保育給付をもう少し説明いただきたいと思います。分かっ

てきたつもりですが、保育ママやベビーシッターなどについて、もう少し具体的な内容を説明い

ただけたらと思います。 

（部会長） 

今のご質問は見開きの左上のところについてですね。子ども・子育て支援給付の中の、地域型

保育給付が創設されるということです。また、右の上の方には、地域型保育事業がありますが、

この辺りも同じようなことで出ています。もう一度説明をお願いしたいということですが、よろ

しいでしょうか。 

（事務局） 

例えば、保育ママという言葉が出ましたが、先ほどの説明で、訪問型保育について、今の制度

でいうとベビーシッターになるという言い方をしました。今、どういうものかというように、イ

メージしやすいものにおいてみるとすれば、家庭的保育というものは、今は委員のおっしゃった

保育ママといわれているものです。保育所とは違うのですが、例えば、家庭的というように、家

庭に近い環境で、保育士の資格をお持ちのような方々が、保育をするという形で、規模としては、

現状の制度では、３人から５人ぐらいのお子さんを預かることができるという事業です。従事者

は、保育士の資格を持っている方のほか、看護師と保育士の資格をお持ちの方、あるいは資格の

ない方の中でも、一定の研修を受けて、認定を受けた方というような形で保育ママとされていま

す。なお、尼崎市の中では実施しておりませんが、お隣りの西宮市をはじめ、全国の中には、保

育ママの事業を実施されているところもあります。新制度では少し変わっていますが、これが家

庭的保育というものです。 

次に、小規模保育というのは保育所と近いですが、新設されます。現在であれば、認可外の保

育施設の中で、一定の規模、つまり、６人から19人まで受け入れられている施設があると思い

ますが、こういう施設が新制度では小規模保育になれる可能性があるということです。ただ、今

の認可外保育施設は、尼崎市が指導監督基準に基づき、指導や監督をしているのですが、利用料

に関しては、経営をするということで、自分たちで決めることができます。保育所のように所得

に応じて、細かく分けるということは、基本的にされていない状態です。これを、地域型給付を

受けていただくにあたっては、公定価格という言葉がよく出ますが、こういったものに基づいて、

一定の決められた範囲の中で決めていくということになります。地域型保育全体が、今まで施設

で自由に決められたことがありますが、これが給付を受けていただくということになり、認可を

受けていただく基準などによって制約がかかってくるということは生じてくると思います。その

中身については、未定ということで聞いていますが、そういった形になっていきます。 
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ですので、今でも現行制度上、認可外で実施されているところがあると思いますが、これが新

しく認可事業になることで、給付を受けていただく際の制限がかかって、市が認可できるような

仕組みになる。この仕組みの、例えば、基準であるとか、あるいは料金といったものは、今後決

められていくというふうに聞いています。 

（部会長） 

よろしいですか。 

（委員） 

はい。このことは、ずっと他のことにもつながっているのであれば、この部会だけではなく、

すごく勉強しておかなければ駄目だなと思っていますので、ありがとうございます。 

（部会長） 

 地域型保育給付が創設されるということで、左上の方には、子ども・子育て支援給付の中の一

つとして創設されるという記述があり、今の説明は、右上のものをさらに具体的に、まだ、決ま

っていない部分もあるけれども、こういう方法で、いわゆる認可や、それによっての公的な部分

というのが増えてくるという説明をいただきました。では、他にいかがでしょうか。 

（委員） 

左下のところで、今までは保育所（児童福祉施設）と幼稚園（学校）が二重になっていたのが、

一つになるということで、これは国のどこが管轄するということは、今、決まっているのですか。 

（事務局） 

まず、現行制度の話からさせていただきますが、幼稚園だと文部科学省、保育所だと厚生労働

省という形になっています。新しい幼保連携型認定こども園を含めて、子ども・子育て支援新制

度は、内閣府の所管になります。ですから、今まで二つの省庁で担当してきたものを内閣府とい

う一つの省庁で管理をするという形になります。実質は、保育所は厚生労働省が所管しますし、

幼稚園は文部科学省が所管しますので、内容の検討は、内閣府と文部科学省と厚生労働省が協議

して決めるという形に多分なると思います。 

（部会長） 

 所管といいますか、担当するのは内閣府ということで、例えば、幼保連携型認定こども園保育

要領というのも今、国の会議で、第３回の検討が終わったと思いますが、一つになるということ

で、そういうところも一体的に見られるように、というのがあったと思います。 

（事務局） 

 保育所には、保育所保育指針という保育の内容を定めた基準があり、幼稚園には幼稚園教育要

領という基準がありますが、今度の幼保連携型認定こども園は、新たな施設のため、幼保連携型

認定こども園こども指針という名前だったかと思いますが、新しいものを作ろうとされています。

ただ、内容をがらっと変えてしまうのではなく、保育所、幼稚園の内容とバランスを取ってやっ

ていくという形だと思います。 

（部会長） 

 かなり一本化が図られているという現状で、その箇所を今確認していただいたということです。

どうでしょうか。結構、本日の議論の基になりますので、充分出していただく方がいいと思いま

す。この資料が出ているのは、新制度における施設、事業に対する基本的な考え方をこれから決

めようということで、やはりこれを外れることはできない。次に説明していただきます尼崎市の

現状というものと併せて、それなら、尼崎市においては、こういう考えでいきましょうよ、とい
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うことをここで話し合っていくということになりますので、これを私たちが分かっていないとど

うしようということになります。結構、大事な資料だと思いますが、いかがでしょうか。では、

ここも見ながら、次の資料も見ていくということになると思いますので、またお気づきの時に戻

っていただければいいと思いますので、次に進みたいと思います。 

 それでは、これまでの尼崎市の取組みということで資料３を用意していただきましたので、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 ●資料３に基づき、説明 

（部会長） 

 現行制度での保育所、幼稚園の状況と、それから施策に対する基本的な考え方を今、ご説明い

ただきました。確認や質問でも結構ですし、先ほどの資料２の新制度に関することと併せて、

今後どうなるのかなど、不明な点などを、出していただければと思います。いかがでしょうか。 

（委員） 

現行の保育施策のところで、児童福祉法の第39条をお示しいただきましたが、今回、児童福

祉法が改正されて、保育所の定義も変わると思います。多分、これから保育士さんが色々担当さ

れる時に、定義が変更になったことも参考になるのかなと思いますので、資料として、今回は間

に合わないかもしれませんが、児童福祉法の定義が変わるということもお示しいただけたらと思

いました。27年度でしたでしょうか。 

（事務局） 

はい。27年４月施行の予定です。  

（委員） 

ですから、多分、この会議で検討したことが、実際に進んでいく時から保育所の定義が変わる

のではないかなと思いました。 

（部会長） 

27年度の４月から施行される改正が反映されたものが、資料になればよいということでした

が、今、出すことは可能ですか。 

（事務局） 

今持っているものは、改正前のものと改正後のものがたくさん書いてありますので、今、お渡

しするとややこしくなるので、少し読み上げさせていただく形で容赦いただけるようであれば、

ご説明させていただきます。保育所の規定は、今、ご覧いただいています児童福祉法39条に記

載されている形になります。資料３の１ページ目をご覧ください。「保育所は、日日保護者の委

託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。」と記載

されています。これに対して、改正後の児童福祉法39条では、「保育所は、保育を必要とする乳

児、幼児を日日保護者の元から通わせて、保育を行うことを目的とする施設」となっています。

意味としては、実は変わりません。さらに、利用定員が20人以上であるものに限る。幼保連携

型認定こども園を除く、と続きます。つまり、まず、「保育に欠ける」という表現が、「保育が必

要」と変わります。もう一つが、定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園

を除くとあります。今までは、認定こども園は保育所でもありますので、保育所に含まれていた

のですが、新しい定義では、幼保連携型認定こども園は除かれます。この点が少し違いますが、

定義上、中身としては、それほど変わらないということになります。ただ、児童福祉法の39条
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の２が新設されることになり、「幼保連携型認定こども園は」と続く条文が追加される形になり

ます。保育所という規定から、幼保連携型認定こども園を外した代わりに、新しい条を立てて、

「幼保連携型認定こども園は」という規定を追加する形になっています。資料なしで聞くと、な

かなか分かりにくいと思いますので、次回、資料を用意させていただきます。 

（部会長） 

要点として、「保育に欠ける」か、「保育を必要とする」という説明がありましたが、最近、「保

育を必要とする」という表現が色々なところで使われるようになっています。それが改正後、そ

ういう言葉になるということの一つの表れかと思いますが、資料は後日ということも言っていた

だきましたので、次回提示いただけるということでいいでしょうか。 

（事務局） 

 はい。次回までに用意してお配りすることは可能です。 

（部会長） 

今のご意見では、やはり、改正後の内容がどうなるか、という方向を、ある程度、条文で確認

しながら進める方がよい、というご意見でもあったと思いますので、よろしくお願いします。他

にご意見いかがでしょうか。 

（委員） 

少し補足しますが、やっぱり内容としては変わらないように思われると思いますが、「保育に

欠ける」か、「保育を必要とする」ということが、やはり私たち保育に携わる者としては、変更

されているのです。「保育に欠ける」というと、今までの児童福祉の概念で、何か本来あるべき

ものが欠けているということで、そういう子どもたちが行く施設という印象があると思いますが、

そうではなく、保育というのは、本当に広く一般から、必要な時に利用できるようになった、そ

ういうことを表現されたと理解していけばいいのではないかと思います。これは保育所のことで

すが、それが先ほど、地域型保育事業にも、保育そのものの捉え方が変わってきて、対応が変わ

っていくと理解する方がよいということです。 

（部会長） 

 最後の、地域型保育事業につながっていくという辺りについて、もう少しお話しいただけます

か。 
（委員） 

 保育というと、これまでの日本の中では、本来家庭で育ててもらえるべき子どもたちが、その

家庭で育ててもらえないので、保育所に通っています、というイメージが、この「保育に欠ける」

という言葉からずっとつきまとっていました。それが、「保育を必要とする」と変更することに

よって、本来そうであるということよりも、保育所の子どもの成長・発達のために必要なものを

提供するというように、保育そのものの概念が変わっていくことを期待して、変更されたと考え

てもらう方がよいと思います。そのことが、これは保育所の問題ですが、地域型保育事業などに

も、国の政策として対象を拡大していくということにも表れていると考えたほうがよいというこ

とです。 
（部会長） 

必要とするというより、必要なものを提供するということになってくると、保育所だけではな

い、色々な選択肢が増えていき、その事業として現れたのが地域型保育事業であるという、そう

いう理解でよろしいですか。 
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（委員） 

 はい。 
（部会長） 

 そういうご説明をいただきました。だんだんとはっきりしてくる部分も出てきます。いかがで

しょうか。出していただくことによって、かなり具体的にイメージしやすいものになってくると

思うのですが。 
（委員） 

 基本的なことですが、認定こども園は、いつからあるのですか。 
（事務局） 

 通称ですが、認定こども園法というものがあり、認定こども園法が施行されたのが平成 18年
10月１日です。尼崎市の場合、平成 19年４月１日から、３園の認定こども園が認定されてスタ
ートしています。それ以降、平成 25年４月までに４園増えて７園になりました。 
（委員） 

 今、尼崎市では、７園の認定こども園があるということですが、全て幼稚園型認定こども園な

のですよね。保育所型認定こども園になるニーズのようなものは、これからあるのでしょうか。 
（事務局） 

 今度の新制度の施行に当たり、新しい事業体系ということもあるため、事業を行う事業者に対

しては、いずれ、意向の調査をしなければならないわけです。国も、するように求めていますの

で、していくことになると思います。ただ、まだ制度の全体が見えていないので、事業を行われ

る方に対しても、なかなか調査をしても、今のところ決められないというようなこともあると思

いますので、また時期をみて、実施していこうというのが現状です。 
 その一方、これまでの話をさせていただくと、例えば、幼稚園型認定こども園と比較して保育

所型認定こども園になろうとすると、前提が保育所ですが、保育所の場合、今、保育に欠ける子

どもの受け入れをしていて、待機児童が出ている状態なので、保育に欠ける子どもでいっぱいな

のです。例えば、認定こども園は、保育に欠ける子どもも保育に欠けない子どもも入っていただ

くことになるので、欠けない子どもの定員を空けて、保育に欠ける子どもの枠を欠けない子ども

に振り替えるといったことが生じたりするので、すぐに実施するという部分が、なかなか出てこ

ないというのが現状ではないかと感じています。 
（部会長） 

 一般的によくそういうふうに言われていると思いますが、現在のところどうですか。その辺り

の情報は、何か聞いておられますか。認定こども園は、保育所型がないということですよね。 
（委員） 

 保育園は平成20年度ぐらいから色々変わっていますよね。幼稚園は、教育要領がはっきりあ

りましたが、保育園は本当にやっと告示化されたような時代に入ってきています。そこで、今お

っしゃった色々なことが、そんなに必要かなと、そんなに急ぐのかなというのが正直な所ですが、

今から認定こども園になる、「保育に欠ける」というのではなく、「保育を必要とする」子どもと

なるということはある。待機児童が多いからでしょうか。色々な社会状況の中で、いじめもあっ

たり、色々な状況の中で、やはり保育所というのがいるというようになってきているから、今の

保育園にいる私たちは、今、急ぐのかなという状況で、色々積み重ねて勉強しないといけないと

思っています。保育園も、それこそずっと昭和30年代から勉強して、公立保育園などもずっと
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勉強してきて、ありたい保育はどういうものだろう、子ども、赤ちゃんの場合はどうなんだろう

と、ずっと勉強してきた経緯があるので、と思っています。ただ、進んでいく方向で勉強しよう

というのが現状です。 

（部会長） 

 急ぐのかなという思いの部分や、現状として、かなり定員もオーバーしているという状況、20

年から告示されたのは、多分、保育所保育指針のことになりますね。今までは法的な根拠といい

ますか、守りましょうねという努力義務から、守らなければならないような法律的なものになっ

たということで、やっとそうなったのだから、これから勉強していきましょうというような雰囲

気がある。ということで、先ほどの事務局の話にもありますが、まだ不透明な部分があるという

ことになるのでしょうか。他に、もしそういう情報があれば。他でも結構です。いかがでしょう

か。 

（委員） 

 事務局の説明にあった、保育所型認定こども園が尼崎市にまだないということですが、他都市

の例では、保育所の待機児童がたくさんいるので、定員が増やせない場所や、色々な条件がある

ということで、別のところで、近くで認定こども園を作って、待機児童を解消するという例もあ

り、市によって方向が違うように思います。 

（部会長） 

 他の地域では、新たに作っていくというところもあるということです。ただ、尼崎市は、保育

所型はないということは事実としてあり、幼稚園型が７園あるということです。事務局お願いし

ます。 
（事務局） 

 少し補足をいたしますと、以前の考え方ですが、先ほど資料３の中に出てきました意見書で、

認定こども園に対する考え方を検討した時に、尼崎市は、実は待機児童が一桁台でした。４月の

時点で、待機児童は少なかったものですから、積極的に待機児童を解消するための手段として、

認定こども園にしなくてもいいのではないかという内容でした。委員がおっしゃったように、他

の自治体さんでは、保育所型認定こども園のある事例があると思いますが、ただ、保育所には、

保育に欠けない子どもさんは、基本的に入れず、保育に欠ける子どもしか入れません。すごく人

が少なくなっている、いわゆる過疎の地域で、幼稚園がなくて、保育所しかないという自治体が

たまにあります。そういうところでは、保育に欠けない子どもさんが行くところがないのです。

幼稚園がありませんから。そのために保育所型認定こども園となって保育所に入れるようになれ

ば、保育に欠ける子どもさんも入れるようになる、というように、保育所型認定こども園を活用

するということがあります。 
 一方、待機児童がすごくたくさんいるので、何とかして解消しなければならないというところ

には、それぞれの選択の仕方ということになるのかなと思います。待機児童が多い場合、どちら

かというと、保育所型ではちょっと使えない部分があると思います。つまり、もともと保育に欠

ける子どもさんが多く入っていますし、その受け入れだけで大変で、保育所型認定こども園とい

うのは、なかなか難しいと思います。どちらかというと、幼稚園に保育に欠ける子どもさんが入

ることで、待機児童の解消があり得るということです。あるいは、制度上定員を超えた受け入れ

も行っている状態なので、保育所型認定こども園が待機児童解消に 100 パーセント有効、とい
う話ではないですので、そこは補足させていただきます。 
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（部会長） 

当時は、改めて検討するということで、また様子を見ながら勉強していきましょうということ

なんですね。先ほどの保育所もそういうことで、もう少し様子を見て勉強していきましょう、と

いうところで今日まできた、というのが尼崎市の現状ということだと思います。 
それでは、新制度の施設、事業の体系がどうなるのかとか、これまでの尼崎市がどのような考

えで施策を進めてきたのか、ということを確認させていただいた時間から、この部会で、前回ま

でに議論してきた、就学前に身に付けておきたいことを重視することを意識する中で、新制度に

おける施設、事業に対して、どのように対応することが望ましいか、ということについて議論し

たいと思います。ニーズに関しては、事業計画策定部会で議論されていることではあると思いま

す。しかし、ある意味、理想論といったらちょっと言い過ぎかも知れませんが、望ましい対応と

いうのをこの部会で、やはりそのあり方を検討して、部会として考えていけたらなと思います。 
 

●資料４に基づき、説明  
（部会長） 

 今まで話し合ってきた５つの項目を元に、これまでの意見で参考になったもの、ということで

書き出していただいております。これを基にして、施設や事業で求められることは何かというこ

とを、先ほど理想論と申しましたが、その辺りを、こういうものがいいかというお話、ご意見を、

まずは、今日は色々な方面からいただけたらと思います。今日はとてもまとめることはできませ

んので、今日、これを聞かれまして、思ったことをどんどん出していただければいいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 
（委員） 

 今まで思っていたのですが、３歳までは、基本的に保育が必要ではない子は、家庭で育てるの

がベースだと思いますが、これまでの話し合いの中でも、愛着の形成とか情緒の安定が、すごく

人にとって大事だという話になっていたと思います。下の、これまでの意見で参考になるもの、

というところにもありますが、こういうことを３歳までにもっと充実して、親と一緒に参加でき

るものとかが少ないのではないかな、といつも思っていたので、そういうのが増えてくれるとい

いなと思っています。  
（部会長） 

 ３歳からではなく、０歳から一緒に参加できるような場所や色々なものがあればいい、という

ご意見でした。 
（委員） 

 全く同意見です。資料４の３ページをご覧いただきたいと思います。先ほど事務局からもお

話がありましたが、３歳までの子どもで保育所に入所している子どもは、０歳は12.5パーセン

ト、１・２歳児は30パーセントで、３歳未満児の８割の方々が家庭で過ごされているというこ

とになります。ところが、現状としては、この８割の人たちに対して、色々な施策があるものの、

今、やはり主なものとして、保育所に多額の経費がかかっていて、８割の子どもさんの保護者の

方に対しての子育てに対する支援、もちろん、こういう場所もあるのですが、ほぼ行き届いてい

ないという状況があると思います。ですから、そういう意味で、３歳未満児、家庭にいる、保育

所に入所していない子どもさんや、保護者の方に対しての子育て支援を充実するということは、

大変重要なことだと私も考えています。 
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 もう一つ、前からずっと気になっていることがあります。これは正式なところはよく分かりま

せんが、実は保育事業者の中に、０歳児保育、１歳児保育、２歳児保育とありますが、現状とし

て、例えば、１歳で保育所に入園するということは、ほぼ不可能だと聞いています。ですから、

例えば、本当は１年間は手元で育てたい。だけど、１歳になった時に、子どもさんを預けるとこ

ろがないから、１歳のために、０歳の時に保育所に預けているという実態があると聞きます。こ

れはニーズ調査に上がってくるかどうか分かりませんが、それは、ここで言われていますように、

保育所のとても大切な愛着の形成のところから考えると、制度のあり方によって、本来、親子が

求めているものが、実現できないというようなところがあり、これはとても大問題だと思ってい

ます。ですから、将来のために、事前に預けていくというのではなくて、預けたいその時から預

けられるという、そういう施設、制度というのが、やはりとても大切ではないかということです。

あまり数字に上がってこないと思うのですが、色々聞いていますと、かなりの数が１歳では入れ

ないから、０歳から入れていくということを聞いていますので、ここの辺りが、とても重要な問

題だと思っています。入りたい時から入れるというような施設が必要だということです。 

（部会長） 

 調査では出てこないかもしれないですね。今、２つご意見いただきました。やはり、家庭にい

る子や親への子育て支援は、先ほどの意見と重なる部分になります。それから、預けたい時に預

けられる、という状況を作っていかなければならないということです。事務局、何かありますか。 
（事務局） 

 １歳での入所の部分については、ニーズ調査では出てきにくいのではないかと考えています。

委員がおっしゃられるようなことは、自治体によっては、あるように聞いているのも事実です。

尼崎市においては、入所状況を見ますと、十分か不十分かはありますが、１歳で入所していただ

いている方も結構な人数おられます。ただ、０歳から入所されますと、自動的に、そのお子さん

が基本的には１歳に上がられるということですので、保育所で受ける１歳の枠は、まず０歳から

入っておられた方が優先的になってくるということです。そのため、言われるような形での１歳

での入所というのは、少し狭まるという現実的なところはあると思いますが、今のところ、１歳

から入所できる保育所もあることから、枠は一定持っていますが、ただ、言われるように、０歳、

１歳ぐらいの待機児童が多いというのは現実のことであります。また、やはり兄弟入所の方が結

構いらっしゃると、兄弟入所の方は、お兄さん、お姉さんが来ている保育所等に通われることに

なるため、０歳の方は、兄弟入所が優先にならざるを得ないということもあり、１歳での入園が

難しいという状況はあるように思います。 
（部会長） 

 事務局から補足いただきましたが、やはり現状として、そういうこともあるのではないかとい

うことです。だからこそ、今、話し合っている施設や事業に求められることはということで、預

けたい時に預けられるようにする。そして、家庭にいる子や親の子育てを支援できるような施設

というようなご意見が出ていますが、いかがでしょうか。 
（委員） 

 国は、保育所の預かりを弾力的に運用すると発表しましたね。 
（部会長） 

 段々と新制度に近づくに従って、運用というのでしょうか、その辺りもあるという情報ですが、

これについて事務局、何かありますか。 
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（事務局） 

 先ほどから、少し保育所の定義が変わったという話がありましたが、保育に欠ける方から、保

育が必要な方というようになり、そうした中で、保育の入所要件については、国の方で議論され

ている中で、これまでは、日中に常態的に就労されている方、こういう方が対象になっていまし

たが、今検討されているのは、日中だけではなく、夜間の就労の方も対象になるということです。

さらに、求職中、現在、就職されていないけれども、初めて就職をする方や親族の病気や介護の

ために必要なことを含めて、少し入所の要件が広がってくるのではないかと考えています。 
（部会長）  

かなり弾力的になっている。これから、「常態」とはどういう状況かという解釈も含めて、段々

広がっていく傾向にはあるという情報で、実際、それの検討が今行われているということだと思

います。そういう方向にあるという情報をいただきました。 
いかがでしょうか。どんどん出していただければと思います。先ほど、理想論と言いましたが、

こうあるべき、というようなことを、意見としてどんどん出していただければありがたいのです

が。 
（委員） 

 認定こども園は、今のところ、私立しか尼崎市にはないようですが、これは新制度になってか

ら、尼崎市立の幼稚園や保育園が認定こども園になる予定というか、そういう考えはあるのでし

ょうか。 
（部会長） 

 現段階での予定としてはいかがですか。 
（事務局） 

 まだ整理できていないところもありますが、現時点では予定はありません。まだ検討に至って

いない状況です。 
（部会長） 

 何かおっしゃりかけたような気がしたのですが。どうぞ。 
（事務局） 

 認定こども園は、新制度がありますので、どうなるかというのは難しいところですが、認定こ

ども園自体は、もともと二重行政と言われていたのですが、例えば、職員についても、保育所で

は保育士さんがおられて、幼稚園では幼稚園教諭の資格をお持ちの方がいらっしゃるのですが、

認定こども園の場合、基本的に両資格併有者という形で、保育士の資格を持っていて、かつ幼稚

園教諭の免許をお持ちの方が、クラス担任であったり、長時間保育を担当したり、それぞれの資

格の中でやっていますが、なかなか両資格併有者が確保できるかという問題があります。さらに、

公立の施設は、学校と保育所というように、少し位置付けが違います。これまでの制度では、学

校は組織、いわゆる職員の取り扱いが違うこともありましたので、柔軟な対応がしにくい場合が

ありました。そういったことがありましたので、全国的なのですが、これまでなかなか取り組ん

でこられなかった、そういう課題もある状況で、今度、新しい制度では、それがどこまで解消さ

れているのかということが、現時点で見えていないというのが現状です。 
（委員） 

 国の方向がそうなっていくように、私たちもいい方向でありたいと、今、話していたのですが、

やはり家庭の基盤が不安定になってきているということがあるので、そのことだけではなく、そ
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れを保育士が受けて、一生懸命勉強しなければいけないなと思います。われわれに問われている

のは、保育の質といいますか、それを自己評価しなさい、それを公表しなさいとどんどん求めら

れてくることもあるので、時間はかかるかもしれませんが、いい方向で自己研鑽しながら、自己

評価をしながら、公表しながら、これが本当にいいのかな、というところも学びながらやろうと

していますので、認定こども園は「先」ということではなく、一生懸命しましょうという思いで

す。 
（部会長） 

 先ほどから出ていますように、認定こども園が絶対にいいというのではなく、やはりそこに至

る、結果的に保育園、幼稚園、認定こども園ですが、今、おっしゃったことが象徴的だと思いま

すが、やはり家庭の基盤がすごく弱っている現代において、やはり色々と保育の質を高めるとい

うところは、それぞれしていかなければならない。逆にいうと、そういう力を持って、その家庭

を支援していくということが、１つの施設に求められるというご意見として、裏返しとして出て

くるのかなと聞かせていただきました。 

（委員） 

 就学前の教育・保育のあり方検討部会ではないかもしれませんが、この前、県議会の知事の発

言で、放課後児童健全育成と就学前のところで、同じようにやっていくという形で話があったと

思うのですが、そこの辺りのことも含んで、考えていきながら、多少は考慮しなければならない

かなと思いました。 
（部会長） 

 いわゆる放課後児童の対策と、これをリンクするという発言があったということですね。 
（委員） 

 はい。 
（事務局） 

 私は、個人的に知事の発言を把握していないのですが、説明の中ではさらっと流したところで

すが、資料２の左上、子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の中、向かって右側、下から

二つ目に放課後児童クラブという記載があります。この放課後児童クラブですが、就学前の子ど

もは「保育に欠ける」という言い方で、保護者が働いていて、家庭でみてもらえないお子さんが、

小学校に上がられることになった場合、放課後児童クラブということで、留守家庭児童対策とし

て、お子さんを預かるという事業です。これは制度上、同じような仕組みの中に位置付けられる

ことになっていますし、事業計画を策定する中で、ニーズも取っていっていますので、その中で

連携といいますか、どういうつなぎをするかということは、考えることになるのかなと考えてい

ます。制度上は、基本的に連続しているといいますか、保護者が働かれている場合、就学前から

小学校に上がると、その状況は変わらないと思いますので、そういう連携が必要かなと思います。

尼崎市では、放課後児童クラブは、尼崎市にある 43小学校全てに児童ホームという名称で設置
しております。 
（部会長） 

 その辺りも視野に入れながら、施設や事業を考えていく、というご意見だったと思います。 
（委員） 

 今の話とも関連しますが、施設や事業に求められることは何かということで、そこから考える

と、私たちの検討したことを実現するために、何が必要かということで、先ほどの意見とも関連
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するのですが、施設間、事業間連携ということが、非常に重要になってくるだろうと考えていま

す。一つは、施設や事業だけではなく、子どもたちの、これらのことを支えるために地域の人と

の連携も必要となってきて、それを具体的に実現していくということが求められるのではないか

と考えます。その時に、ここで議論することではないもしれませんが、家庭的なこととか、守秘

義務の話が、そこが壁になって、なかなか事業間、施設間の連携が進まないということも大きな

課題としてあります。ですから、そのことは、ここでは議論することがないかもしれませんが、

やはり子どもたちの育ちを支えるためには、やはり情報を知って、共有していかないと難しい。

そこを連携の中でどのようにしていくか、ということが課題ではないかと思います。 
（部会長） 

 色々な事業や施設が出てくるけれども、その辺りが単発で動いていくのではなく、連携してい

く。さらには地域とも連携していくということが重要である、というご意見をいただきました。 
（委員） 

先ほど資料２で説明いただきましたが、子ども・子育て支援法に基づく給付事業がありまし

た。私たち幼稚園の中でも、法定 13事業というものがどんなものなのか、まだ分からないです
が、ただ、すこやかプラザはファミリサポートセンターになるのですか。違いますか。 
（事務局） 

 すこやかプラザは、地域子育て支援拠点事業です。 
（委員） 

 以前、私が社会保障審議会の児童専門分科会でお母さん方から聞いた話ですが、うちが認定こ

ども園になろうと思ったきっかけなのですが、それは何かというと、色々なところの施設がある

けれども、将来はこの子をここの園に入れたい、ここの幼稚園、ここの保育所に入れたい。そこ

が私たちの拠点なのですよということです。要は、近くに色々なものがあるけれども、私はここ

の幼稚園に入りたいから、ここで色々、子育てや入園前の子どものことについて相談したり、こ

こで遊びたいのだということを聞いた時に、ああ、そうなんだと思ったのです。色々なところで

あるけれども、子育ては、長期的な見通しの中でなされるものですから、そういう意味では、認

定こども園というのは幼稚園と同様、直接契約ですから、入りたいところに直接契約して入れる

ということですので、そういう子どもがいて、支援を受けたいということをおっしゃったのです。

ということは、各施設というのは、望まれたこと、例えば、子育ての悩みや、あるいは、子ども

たちが寄ってきて遊ぶといったコーディネートをする機能は、絶対に必要だなと思います。子ど

もたちのために子育て支援をする、そういう担当者が、必ずいるということが大切だと思います。

しかしながら、現状として、保育所あるいは幼稚園の中で、子育て支援のために専門的にこの人

がいるという制度的なものはないに等しい。義務付けられていますが、裏付けもなければ、制度

的に人員を配置するというところまでもないので、今回の資料のところでいくと、やはりカウン

セリング、例えば、悩みを聞いてもらったり、そこで集えて友だちができたりだとか、あるいは

色々な経験ができる、というような子育て支援の専任の職員がいる施設が大切かなと思います。 
（部会長） 

 先ほどの委員の、家庭の基盤がかなり弱ってきていて、それを支えるために保育の質を上げて

いくと。さらに、それに加えて、子育て支援、認定こども園は子育て支援だということはありま

すが、幼稚園や保育所においても、やはり子育て支援の拠点となっていく、やはり、そういう施

設が重要ではないか、というご意見を聞かれたことから、志していただいたということです。 
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（委員） 

 今の委員の話を受けて、先ほど理想論をということをおっしゃったのを考えた時に、これまで

検討部会を第５回までしてきたわけですが、理想ということでお話しさせていただくと、例えば、

保育ソムリエ、子育てソムリエのような形で、せっかくここで検討してきたことを、例えば、各

園、各子育て支援の拠点などに、これについて解説できる人を作っておく。解説できる人を作っ

ておいて、色々相談を受けたり、アドバイスしたりということができるような研修をしていくこ

とで、どのぐらい研修が必要か分かりませんが、人材育成をすることによって、これまで検討し

てきたことが生かされていく方向になるのではないかと思います。その中で、先ほど委員がおっ

しゃったようなコンサル支援の基本として、園で、それだけは大事ですよ、ということを位置付

けることから始めていくような形になるといいのではないか、と思います。以上、理想です。 

（部会長） 

 子育てソムリエというのは、どこかでされているのですか。 

（委員） 

 子育てコンシェルジュは、横浜市にありますよね。 

（部会長） 

コンシェルジュは聞きますね。ソムリエというのは初めてですね。拠点で、人もいるのですね。

もちろん人がいるから、そこに行くということだと思うのですが、しっかりと相談、あるいは色々

と、こうじゃないという意見を言ってもらえる方が、ソムリエという名前で出ているのですが、

そういう方を養成していくことも大事だというご意見をいただきました。 

（委員） 

 今日、この時間で一番印象に残った言葉が、今の認定こども園で、育児不安の大きい専業主婦

家庭への支援が大幅に不足という文章を見て、そうだったんだと思いました。自分の子どもがお

世話になった幼稚園が、認定こども園になったのですが、こういうことを知らなかったので、お

勤めしておられるお母さんが、長い時間預けられるために延長保育もさらに長くなっていくもの

だと思っていたので、主婦という立場で、そういう制度を利用するのが、何となくマイナスイメ

ージがありました。これは私だけではないと思います。でも、こういう背景を知っていれば、プ

ラスの気持ちで使えて、また結局、それがわが子への情緒の安定というか、不安な時にお世話に

なることによってできるから、お母さんたちがこの制度を知っているということが必要だと思い

ますし、そういう場も必要だと改めて思いました。 

（部会長） 

 かなりその辺りを積極的に打ち出していく必要があると。そうすることによって、拠点化とい

うものも、さらに施設があって、進んでいくというご意見でした。 

（委員） 

 尼崎市が用意してくださった資料２の左上、利用者支援がありますが、これが、子ども・子

育て支援法の第59条、新しい事業です。これが今、委員からお話があった保育コンシェルジュ

とか、そういうことを基にしながら、コーディネーターを配置していきましょうというものです。

ただし、内容に関しては、今、検討中で、どういう方向になるのかということは、明らかではあ

りません。現在、検討中です。一つは、保育コンシェルジュという形で、その名前はこだわらな

いのですが、サービスの情報提供、あるいはサービスの調整だけをするというイメージのものか

ら、もう少し要支援家庭も含めて、ソーシャルワーク的な視点から支援をしていくというところ



 
 

15 

まで、幅広く検討されています。もう少ししたら、ソムリエなどが出てくるのかなというところ

です。 

（部会長） 

 まだ検討中ということで、不明瞭な点が多いので難しいのですが、いわゆるコンシェルジュと

いうのは、横浜にもありましたね、保育所はどうですかとか、そういうことだけではなく、ほか

で子育てにかかわるような幅広い知識、技能を持つ人を養成する必要があるということで、その

辺りの補足をしていただきました。かなり時間がきています。定刻に近い時間まできましたが、

他にいかがでしょうか。 

（委員） 

 皆さんがおっしゃっていることとほぼ同じですが、やはり80パーセントの方が専業主婦とい

うことで、その中でもしっかり自分でみたいというご家庭もあるでしょうし、気晴らしが必要だ

という方もおられると思います。待機児童もたくさんいると思いますが、先ほどから皆さんがお

っしゃっているように、すべての人たちの交流が必要かなと思います。同じ年の子を持った保護

者は、色々な事情があって、仕事に専念しなければならない保護者の方も、また、家でしっかり

みたいという保護者も、色々な場面で、会合などがあれば、そこで交流できるのではないかと、

皆さんの意見を聞いていて思いました。そういった人材を派遣するセンター機能的なものをどこ

かに置いて、出前講座のようにするけれども、一般の人たちにどのように広報するかというか、

その辺りが難しいと思いますが、色々な方をターゲットに、同じ子どもを持った親ということで、

ひとくくりにしてはどうかなと。小学校に入ったら、みんな同じになりますから。そのことも踏

まえて、委員の言われたことに、ちょっとプラスして思いました。 

（部会長） 

 最後、まとめていただいた感じで、ありがとうございます。本日は１回目ということで、色々

とご意見を伺いましたが、１回目だけでも、やはり理想論だけで済ませたくないようなご意見が

出ました。まとめにはなりませんが、いくつか挙げてみますと、やはり家庭にいるという状況の

子どもや親でも、子育て支援は重要であるという意見が最初に出てきました。それから、預けた

い時に預けられるということも重要なことではないか、という意見も出てきました。それから、

やはり家庭の基盤が弱っているというところで、保育の質を上げながら、幼稚園、保育所、認定

こども園を含めて、それぞれの立場で、やはり子育て支援の拠点化というもの、ここの園に行け

ばいいんだということ。そこには当然、人材ということで、ソムリエとかコンシェルジュとかコ

ーディネーターなど、色々な役割があって、そういう人材を育てていく。そこだけを考えるので

はなく、そういう施設や事業が連携をしながら、あるいは地域が連携しながらやっていく。そこ

で保護者の交流も生まれる。そのようなものも、やはりしっかりと広報していく。アナウンスし

て、積極的に利用していただくということが必要である。とてもまとめにはならないのですが、

そのような意見が出てきました。非常に皆さん、色々と今まで話し合ってきた、大事にしたい項

目を基にご意見をいただいたように思います。 

 また次回も引き続いて、ご意見をいただきながら、加えて中間まとめの内容についても、ご報

告させていただくような形に、次回はなると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

２ その他 

●次回の日程調整等の事務連絡 
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閉会 

 

以 上 

 


