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尼崎市子ども・子育て審議会 

第７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11月７日（木） 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、田邉委員、橋本真紀委員、梅林委員 

濱名委員、宮崎委員、尾ノ上委員、松崎委員 

議 題 

（１）就学前に重視することについて（中間まとめにむけて） 

（２）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 

（３）その他 

資 料 

・資料１ 就学前に重視すること（概念図） 

・資料１参考 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 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 

 

１ 就学前に重視することについて（中間まとめにむけて） 

●資料１に基づき、説明  

（部会長） 

資料１のイメージ図は何回も出てきたものですが、今の説明でもお分かりいただけたと思い

ますが、資料１参考にある、第５回の議論の内容を、かなりここにちりばめていただいている

ことがお分かりいただけると思います。その辺り、事務局の作業、本当にありがとうございまし

た。ここまでまとめていただいたことに感謝申し上げます。大筋はお認めいただいているのです

が、先ほどからも出ていますが、中間のまとめにあたっての最後になります。この図が基になっ

て、これから文書を作成するのですが、この部会としては、「こういうことで考えています」と

いうことになりますので、資料１の図をご覧いただき、皆さまにもう一度確認、あるいは質問

をお願いしたく、本日はこの議題を取り上げさせていただいたということです。大きな変更点は

ないと思いますが、今、文章に込めていくという、例えば、０歳未満というのは、なかなか表現

しにくいという部分もありましたが、そこで文章で入れていくという説明もありました。いかが

でしょうか。確認しておくことはありますか。これはこうだよねとか、あるいは、もう一度はっ

きりさせたいというご質問でも結構です。よろしくお願いします。 

（委員） 

 文章の中に入ってくるなら、それもいいかなと思いますが、やはりちょっとこだわってみたい

なと思う内容があります。今も虐待が頻繁に起こっていて、しつけだと思っていたのが虐待だっ
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たということもある。子どもを視点に考えると、ああ、そういうことが起こってきているのだと

いうことを、もう少し何かの形でしっかりと入れておかないと駄目かなと思っています。18歳

ぐらいのお母さんがどんどん増えてきているというのも、私の若い時には想像もできなかった。

私は、やっぱり胎児というのでしょうか、胎教というのでしょうか、その辺りをもう少し、文章

でなくて、どこかに入れてほしいなというのは、現場から見ていての思いです。 

（部会長） 

 ０歳未満のことについて、委員は結構、ずっとここの辺りを主張していただいています。あり

がとうございます。図で入れるのは、なかなか難しいですね。でも、やはり入れていきたいとい

うお気持ちがお強いということで、もう一度、確認していただいたわけです。いかがでしょうか。

それに関わってでもいいですし、他の部分でも結構です。 

（委員） 

 私も、この図が０歳から始まっているという部分で、前回、０歳以前がすごく重要だという意

見が出ていて、賛成だなと思っています。こちらの場合、右側で、６歳のところに波線があって、

それ以降もまだ続きますよ、これからまだ先も子どもの成長は続きますよ、というような表現に

なっているので、この左端の方も、波線で０歳より目盛りをもうちょっと続けて、０歳以下の表

現というのをちゃんと言葉で、胎教といったら変ですが、お母さんのお腹の中にいる段階という

線を延ばしたらどうか、と思いました。それから、左下に「５つの項目にとって」と書いてあり、

一番上に「５項目にまとめる」と書いてありますが、非常に分かりにくく、どの部分を指してい

るのかということが、この図では分かり辛いと思いました。図を見て、数を数えたらここだと、

「５」というのは図の中を表しているのだなと思うのですが、いろいろな文字が多すぎる中で、

どれを「そこ」と表せるのかということが非常に分かりづらいので、例えば、「前後することも

ある」という部分が文章の中に入っているので、「愛着の形成」から始まり、最後の「いろいろ

な人と関わる力の獲得」までの流れがあると思いますが、それに番号を振ってみたらどうかと思

いました。 

（部会長） 

 一つは、図の表記として、６歳のところと同様に、波線を活用して、左側を延ばしていくとい

う対応をする、０歳未満、胎児というところを表すというご意見です。それから、５つの項目が

どれか分からないので、番号を振ってはどうかということです。ここをすぐに分かるようにして

いったらいいということです。 

（事務局） 

 ５つの項目に関しては、実は前回、数字を振っていたのですが、今回、その数字を外しました。

今回、あえて外したのは、「前後する」ということがあったので、１，２，３，４，５というよ

うに付けてしまうことが、この順番でなければならないということを想起させてしまうのも、デ

メリットかなと考えましたので、今回、外すということにしました。ただ、四角でくくるという

ことは、引き続きやっていますので、これで、ご理解いただけるのではないか、ということです。

確かに、今回、たくさん補足説明していきましたので、かなり情報量が増え、ぱっと見た時に、

少し分かり辛くなったという部分が多少あるかと思います。概念図ということですので、「見て

みようかな」という意識を持っていただく方がいいかなと思いましたので、できれば少し情報量

は減らしたいなという思いはあったところです。数字については、やはり、前後するということ

があるために、数字の記載によって定着してしまうのは違うだろうと思いましたので、少し今回
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は配慮をしました。 

もう一点、胎教の話が少し出てきまして、０歳未満というのと、胎教の話が、今、一緒になっ

たのですが、前回の委員のご意見の中に、胎教という表現をしてしまうと、産む性に関わってし

まう、あるいは、寄ってしまうということがあり、検討してみたものの、少し胎教というのをイ

メージ図に入れるのは難しいなというような思いがありました。また、右側は波線があって、左

側には波線がない形にはなっていますが、元々の表現としては、愛着の形成の赤い丸が広がって

いて、半円の形になっています。これは、実は０歳以下のところに赤い丸の残りの半分があると

いう形になりますので、これは本来的には、お腹の中にいた場合でも、家族全体で子どもが生ま

れてくるのを待っているというような部分も愛着の形成の一つかと考えています。０歳以下とい

う表現も確かにあるのですが、あくまでも子ども主体で見た時に、生まれるということを一つの

起点に考えてみてはどうか、ということで整理をいたしました。 

（部会長） 

色のふわっとしているところが０歳未満というところにかかってくるのだということで、一応、

努力はしていただいているというご説明です。特に部会では、愛着の形成の部分だと思いますが、

ご家族や親しい人たちの愛情が出発点だというご意見がかなり強く出ていますので、何とかその

辺りが、かなり情報量の話もありましたが、表記していただけるといいのではないかと思います。 

私から概念図について質問いたします。これが例えば、一般にリーフレットとして出回るとい

うことではないのですね。審議会の資料として、ポンチ絵としてあるけれども、ここからいろい

ろと文章やリーフレットを作っていくという、一つの内部資料というのでしょうか、どういうふ

うに考えたらいいのでしょうか。これがもし出ていくとなったら、やはりその辺り、かなり委員

の皆さまも意見が変わってくると思うのですが。 

（事務局） 

 最終的な成果物といいますか、できあがるものとしては報告書という形のものと、啓発用のリ

ーフレットといったものを作っていくのがいいのではないかということで、この部会でご確認い

ただいていると思います。その上で報告書に、全て文章として書いていくのも一つですが、まず

大きく概念として、こういうことですよね、ということを共通理解していただいた上での文章が

あれば、理解されやすいのではないかと思っています。ですから、例えば、報告書ができて、就

学前に重視することという、章ができた場合に、最初にこういうイメージ図のようなものを付け

て、共通認識を持っていただいて、先に読み進めていただけるようなものにしたいと思っていま

す。 

 これと、いわゆる啓発用のリーフレットは別になりますので、それは報告書の全体を見た時に、

どのようにお知らせしていくのがいいのか、ということで、改めて考えていくということになっ

ていくと思います。 

（部会長） 

 この概念図１枚が一人歩きすることはないというご説明です。報告書の全体の構造を示すもの

があって、次に文章が続いていく。１枚が一人歩きといいますか、それをするのは、リーフレッ

トという理解だと思います。その辺りを確認した上で、いかがでしょうか。 

（委員） 

 今の事務局のお話で、なるほどと思いました。愛着のところの半円については、本当によく分

かったのですが、０歳から１歳の下部が白っぽいのが非常に気になります。ここはやはり愛着の
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形成から情緒の安定というのは、ほぼイコールだと思いますので、子ども自身、保護者、兄弟・

姉妹、祖父母いう形で、関係は家庭によって違うかもしれませんが、広がっていくところが上手

に書かれているので、やはり縦軸と横軸の一番交わるところも赤くあってほしいと思いますし、

その赤さが情緒の安定に、ここがやはり昇る太陽のような感じがするので、もう少しここを赤く、

半円といわずに、４分の１円ぐらいの形で、赤くしていただけたらありがたい。私は、気持ち的

にはそのように思います。 

（部会長） 

 サンライズですね。昇っていくような。そこから愛着が基盤になるというご意見でした。 

（委員） 

 私も、この表はそうだと思って見ていました。また、「子ども自身」が下にあって、「家庭」が

あってというように、上に上がる関係性もありかなと思って見ていましたが、一番左に子ども自

身を置いて、縦に持っていけたら、全部につながるのではないかと思います。全然違うご意見で

すが、子ども自身、真ん中に家庭、端に社会としたら、みんなが横に見られるかなということを

考えています。 

（部会長） 

すみません。私、理解できなかったのですが、どうしたらいいのでしょうか。 

（委員） 

１、２、３と年齢が上がっていますね。 

（部会長） 

はい、上がっています。 

（委員） 

それを縦にして、その場所には「子ども自身」、真ん中に「家庭」、端っこを「社会」にしたら、

全部のところを区切らずに見られるのではないかと。様々な体験・経験の蓄積についても、ぱっ

と見たら家庭からのように見えるので、縦に項目を取ってみたら、全部に関わっていると見える

のではないかと思います。 

（部会長） 

 分かりました。ただ、それだと例えば、今まで論議してきた関係性が広がっていくということ、

発展というのは表しにくくなりますね、縦にいくと。 

（委員） 

 ああ、そうですね。 

（部会長） 

だんだんと子ども自身が愛着を得て、そして人に愛されるということで安心感を得て、そして

自分が好きになり、そして自分がどんどん関わり、そして人と関わり、いざこざを起こして、そ

して人との関係を築いていくという、色々なものが論議されていたと思いますが、その辺りを表

そうとしたら、資料１のようになったと思うのですが。難しいですね。 

（委員） 

そうですね。 

（部会長） 

いかがでしょうか。色々とご意見いただけたらと思います。繰り返しになりますが、中間のま

とめとして、これを出していくわけですから、やはりこの辺りは、大切なご意見だと思います。 
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（委員） 

 皆さんの意見を聞いていましたら、詳しくすればするほど見にくくなりますので、私はこれで

いいのではないかと思います。逆に、あまり関係性等々をグラフにするといっても、グラフ自体

が数学的なものとはちょっと違いますし、これでいいのではないかと思います。この方が、私た

ちにすると分かりやすいのではないかと思います。先ほども言われましたが、リーフレットなど

は、ごく簡単な見やすい形になると思います。あまりごちゃごちゃしていたら、多分見ないので

はないかと思います。ですから、順番がたくさんあるのかもしれませんが、今、事務局が修正し

たこの形ぐらいが妥当なのではないかと思っています。 

（部会長） 

 いかがでしょうか。できましたら、全ての委員にご意見をうかがいたいと思います。 

（委員） 

この概念図が、お母さんたちが直接見るのではない、ということが分かったので、私も、これ

はこれでいいのではないかと思いながら聞いていました。ただ、サンライズのご意見は、イメー

ジがしやすいと思いました。先のリーフレットのことですが、その時には、お母さんの課題が増

えるようなイメージではない表現というのでしょうか、概念図の中の例のところにも、とても適

切なことが全て書かれているのですが、それが自分の子育てを振り返っても、ああ、ここをやっ

てこそお母さんなんだ、と思わないような表現を希望します。 

（部会長） 

 これができないと駄目ですよ的なものではないということですね。それも、この部会でかなり

出ていた意見だと思います。リーフレット大変ですね。どこが作るかということですね。そうい

う難しいことは今は考えないようにして、いかがでしょうか。 

（委員） 

私も基本的にこれでいいと思っています。今、０歳以前の胎児の時期から、ということもあり

ますが、ここでもう一つの視点として、小学校につながっていくということを考えた時に、最低

限、子どもの情緒の安定が図れるようなことを育てましょうよと。基本的な生活習慣の確立がで

きるようになっていきましょう。色々な体験や経験を蓄積することも大事ですよ。色々な人と関

わる力を最後ちゃんと育てていかないといけないですよと。そこまでにちゃんと育っていくと、

小学校に安心して送り出すことができますよと。ですから、例えば、ここには、話題は出てきま

せんが、早期教育で小さな時から塾に行かせて、というご家庭の考え方もあるけれども、でも、

尼崎市としては、こういうふうなことを大事に育てていってほしいということを、この図でうま

く表せるのではないかと思います。ですから、この案で基本的にはいいと思っています。 

（部会長） 

愛着の形成から情緒の安定という、本当に大事にしなければならないところが強調されている

ということで、この形でいいのではないかというご意見をいただきました。 

（委員） 

図が悪いということではありませんが、むしろ図式化するよりも、文章の方が分かりやすいよ

うに思います。概念的には、関係性は子どもから家庭、社会と上がっていって、愛着の形成から

始まって、情緒の安定、基本的な生活習慣の確立、様々な体験を通じて、いろいろな人と関わる

力が身に付きますよ。そしてそれが自己肯定感、豊かな人間性につながってきますと、極めてシ

ンプルだと思いますし、図にすると、なかなか難しいところがあるので。基本的には、言ってい
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ることは極めてシンプルで分かりやすいことではないかと思います。また、別に、一つだけ、０

歳未満の胎教というところで、産む性にこだわっているという話がありましたが、どういうこと

か説明いただけますか。 

（事務局） 

それは先ほど、私が説明の中で発言したのですが、胎教ということになると、お母さんのお腹

の中にいるということになると、女性だけということになってしまいますので、お母さんだけを

イメージさせてしまうのではないかということです。そこに愛着というものは、お母さんだけで

はなく、お父さんも含めてあるということになりますが、胎教という言葉を使ってしまうと、語

感の部分で、母親だけというイメージを与えてしまうのではないか、ということを懸念されたと

いう意見があったということです。 

（委員） 

胎教はべつに女性だけではないでしょう。父親も含めて胎教をすると。私はそのぐらいの広が

りを持って考えていたのですが。父親もお母さんも関わるのではないでしょうか。 

（部会長） 

 多分、それぞれの委員が受け止められるイメージなのでしょう。胎教といえば、お母さんだけ

ということになりますし、子どもの立場から考えると、胎教というのはお母さんはもちろん、周

りに関わってくる様々な人たちということもありますし。そういうご意見があったということで、

ここで胎教がいいかどうかということではなく、やはり０歳未満の姿というのは、出ていたのは

事実ですので、ですから、胎教ということではなく、例えば、先程の図でいえば、やはりここは

ぽんと切れて始まるのではなく、波線という意見も出ていますので、その辺りかなと思います。

ですから、基本的にはやはり文章で書いていくということで、実にこの図としては、当たり前の

事といえば当たり前だけれども、重要なところは押さえられているというご意見だったと思いま

す。 

（委員） 

私にとっては情報量が多すぎてしんどい図です。こんなに書かれると、読み取るのがすごくし

んどいです。多分、フォントの種類や字の大きさによって変わってくるのだろうとは思いますが、

例えば、６歳の後の「小学校就学」などはなくても分かっていることだと思います。できるだけ

シンプルにした方がいいのではないかと思います。また、統計をしている者にとっては、波線が

入るとすごくしんどいのです。この波線もなくして、矢印があっても、それでも十分意味が取れ

ますし、できるだけシンプルにしていった方が、想像する部分が増えていいのではないかと思い

ました。 

（部会長） 

色々な意見が出ていますが、事務局、どうしましょうか。サンライズはいいよねという話と、

波線がいいよという話もあれば、やはりそこは創造力をかき立てるように現行のままでいいとい

うご意見と、部分部分の修正の意見も出ていますが、どういたしましょうか。中間の取りまとめ

が11月26日ですよね。 

（事務局） 

 今、ご意見を聞きつつ、先ほど、サンライズというご意見もいただいました。これは考え方と

しては、元々持っていた部分です。例えば、愛着の形成が赤色で、情緒の安定が赤に近い色を設

定しているのは、そういう意図が元々あったからですが、おっしゃるように０歳と１歳の間に白
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い部分が出てしまうのは、確かにご意見のとおりかと思いますので、これについては色を入れて、

赤がつながるような形に修正といいますか、加工したいと思っています。小学校就学の波線の部

分については、今考えているのは、赤い矢印で三角形が縦につながっているのですが、この矢印

があること自体で、小学校以降につながっているということが分かりますので、この棒自体が矢

印のような形で、先に向かうような形にするということで、波線をなくすこともできるのかなと

は思っています。小学校就学は、たまたまこういう書き方になっているだけで、もちろん就学前

で全てのことが完成するわけではなく、できるだけ続いていくことを表現したいと思っています。

ちょっと波線が見にくいということであれば、少しそれも考えてみたいとは思います。今のとこ

ろ、そのような形です。 
（部会長） 

 今、事務局より説明がありましたが、０歳のところは波線がいいか、すぱっと切るのがいいか、

伸ばすのがいいか、色々な意見が出ていましたが、どうでしょうか。やはりリーフレットのよう

に一人歩きしないというところもありますので、特に委員がずっと一貫して言っておられる意見

でもありますので、その辺りはこの部会で、やはりその辺りをしっかりと文章に書き込んでいく

という方が、かなり分かりやすいと思います。文章で書いていくというところが重要なので、こ

れを参考にしながらも、その辺りはしっかりと書き込んでいくということで、もう一度確認して、

この概念図については、この辺りでしたいと思います。また、リーフレットの検討時には、侃侃

諤諤やると思います。そこは、やはり１枚で出ていくものですので、また、そこで、委員の皆さ

まからの意見を頂戴したいと思います。それでよろしいでしょうか。色々な意見が全部入ってき

ていまして、情報量がかなり増えてきたというところもございますが、今、事務局が説明してい

ただいたところで、とどめておきたいと思います。それではこのように決定するということで、

11月 26日開催の全体会議において、本部会の中間のまとめとして報告をしていきたいと思いま
す。 
   
２ 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 

 ●資料２に基づき、説明  

（部会長） 

 色々な情報も併せて出していただきながら、論点が３つ出ています。私の方から質問がありま

す。今、本部会で就学前の教育・保育のあり方を検討している部会が、新制度における施設・事

業に対する基本的な考え方を今、話し合おうとしています。それで、この審議会においては、事

業計画策定部会というものがあり、その部会では、具体的な事業、つまりどういうことをしてい

くかということを議論するのだと思います。今、話し合う内容と、その部会との関係について教

えていただけますでしょうか。 
（事務局） 

 これまで、就学前に重視することということで、５つの項目を先程まとめていただきました。

この部会がニーズに縛られないということで、少し理想といいますか、どういうことが望ましい

のかということを中心にご議論いただいている部会と思っています。その部会で、これから今後、

５つの項目を文章で補足説明していくことと併せて、例えば、施設として、あるいは子どもを取

り巻く大人として、どういうことを意識して子どもに接していったらいいのか、といったことも、

最後の報告書の中にはまとめていく必要があるのかなと思っています。これはニーズに関わるこ
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となく、大人として子どもにどのように接するのかという、本当に望ましい、べき論ではありま

せんが、理想論が語れる部会かなと思っています。そういったことを意識しつつ、どういうサー

ビスを提供するかというのは、もちろんニーズに影響されるところがもちろんあると思いますが、

そのニーズは少し置いておき、今まで進めてきた考え方、就学前に意識すべき、重視すべきこと

を考えた中で、一旦、どういう取組みが望ましいのか、ということを、まずは考えてみてはどう

かと思っています。ただ、最終的には、ニーズによってこの事業ができる、できないとか、必要

である、必要でないということが出てくると思いますので、その部分は、事業計画策定部会に最

終的に委ねることになるわけですが、このようなことを事務局としては考えているところです。 
（部会長） 

 ということは、ここで話し合った、ある意味、理想論の部分を加味しながら、その部会でも話

し合っていただけるということですね。 
（事務局） 

 はい、そうなります。ただ、制度上、認可の基準を満たすのであれば、原則、認可しなければ

ならないというルールになるのですが、これには例外があり、需要量に対して供給が満たされて

いる状態であれば、供給過多になりますので、認可しないということもできます。その時、例え

ば、同じレベルでたくさん出てきた場合、理想的にいうと、これから優先する、という考え方が

必要だと思います。これはニーズとして機械的に見るだけではなく、少し理想も関わる部分だと

考えており、それは、この部会でできる議論ではないかという形で考えています。 
（部会長） 

今、ご説明いただきましたが、いかがでしょうか。ご理解、いただけましたでしょうか。もう

一度、復習になると思いますが、就学前に重視することは何か、ということをずっと話し合って

きた。では、そういう姿を大事にするには、こういった施設やこういった事業が必要だよという

ところを加味して、全体に出していく。そうなると、ある程度、委ねなければならない部分はあ

りますが、事業計画策定部会などが、その辺りを加味しながら話し合っていくと。ですから、こ

の部会はかなりハードな日程で行われていると思いますが、そういったところを論議するという

ことで、前回、論議し出しました。皆さん、覚えておられるでしょうか。かなりインパクトのあ

る色々な意見が出ていました。まとめはありませんが、例えば、施設・事業の連携、地域の連携

が大事であるとか、特に、子育てソムリエという意見も出ていました。色々な意見が出ていまし

たので、どういった施設・事業がいいのかという意見をいただくのですが、今日はさらに論点と

して、かなり明確なものを出していただいています。もう一度確認しますが、３点出ています。

まず１点目は、保育所、幼稚園に関して、主としてこれまでの取組みを変える必要があるかどう

かという点。そして２点目は、認定こども園について、市としてこれまでの取組みを変える必要

があるかどうか。それは平成 20 年度の資料が出ているということで、参考にすると。そして、
地域型保育事業には４種類ありますが、どのように対応していくのがよいかということ。この辺

り、結構、明確に出していただいていますので、この辺りから、もちろんもっと違う点からでも

結構ですが、論点を事務局から用意していただいたということで、委員のご意見を頂戴したいと

思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。 
（委員） 

 全ては、尼崎の子どもはここから始まるという辺りを、どう育てたらいいかというところから

始まっていっていると思います。それに、最低基準や認可基準、事業計画やお金のことなど、先
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生がおっしゃってくださったように、やはりつながっているということをしっかりここで確認し

ながら、進めて欲しい。そうしないと、こういうことが、問題一つひとつではなく、クリアする

のは、やっぱり縦割りで結論出していくのではなく、つなげて欲しいと強く思います。 
（部会長） 

 それは、全ての施設や事業がつながっているということですか。 
（委員） 

 そうですね。新たな地域型保育のこともちゃんとしておかないと、待機児童が多いというので

はなく、本当に皆さんが当たり前に子育てができるように、もう少しそこをちゃんとつなげてあ

げたいなと思っています。尼崎の子どもがどうありたいか、というところに全てつながっていく

のではないかと思います。ライフサイクルの部分です。 
（部会長） 

 これは前回も出ていました。施設・事業が色々と出てくるであろうけれども、そこをやはり連

携していく。当然、地域もそこには入ってくるという意見が前回も出ていましたので、その辺り

を大事にしたいというご意見だったと思います。いかがでしょうか。また、前回、１歳から預け

たいのだけれども、それをすると無理なので、０歳から無理矢理預けているのではないかという、

ご意見もあったかと思いますが、預けたい時に預けるというご意見が出ています。そのご意見と、

今日、論点として出ていますが、保育所、幼稚園に関して、市としてこれまでの取組みを変える

必要があるかどうか、という生々しい論点ですが、この論点とからめて、前回、出していただい

た意見、現状も含めてですが、いかがでしょうか。 

（委員） 

 見通しがなかなか持てなくて、どのように話し合ったらいいのか迷っています。成り立ちや目

的は違いますが、通っている子どもは尼崎市の子どもですので、どこに行こうとも、子どもの最

善の利益を保証するということは、当然必要になってきます。ここの施設に入ったら、とても補

助金等で優遇されていて、ここは優遇されていないということは、それはあってはならないこと

であると思います。例えば、公私立の関係も、一つ関わってきます。公立の存在や私立の存在、

幼保の意義というものも、当然、突き詰めなくてはならない部分だと思っています。子どもの立

場でいうと、子どもが、３歳未満児保育を受けるならば、やはりたくさんの、きちんとした養護

が保証されていることが当然、必要になってきます。今は、０歳児３人に対して1人の保育士、

あるいは１歳、２歳は６人に対して１人となっていますが、そういうことも含めて、例えば、小

規模保育の中で、５人以下でしたでしょうか、そこに０歳が３人いるということになった場合、

本当にその数で対応できるのかどうか、という判断が当然必要になってくると思います。そうい

う意味で、保育の質というものを一つひとつ、３歳未満児保育、幼児教育、それから小規模保育

というのでしょうか、新しい地域型保育についても、その使命と子どもにとって最大の利益とい

うことを考えた時に、資料の中には、予算がないので、国と県の制度上ということに、線が引か

れていたのですが、理想を語るとなると、やはりそこをもう一度見直すところがあって、やはり

適切なところに適切な役割をするということが必要ではないかと思います。乳児に関しては、乳

児が最大の利益を得られるような環境、人的環境を十分に用意しなければなりませんし、先ほど

申し上げたように、入れないから、必要のないところに保育ニーズが発生するということがあっ

てはならないと思います。逆にいうと、幼児でいくと、環境による教育だとか、主体的な活動を

重視するということならば、やはり環境面の充実というものも非常に重要になってくると思いま
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す。今後、認可基準等検討部会でやるところだと思いますが、子どもにとって手厚く、温かく養

護される３歳未満児と、活発に子どもたちが活動し、そして自らが活動していくという幼児期後

期のところの、それぞれの環境と人員というものは、よくよく検討する必要があると思います。

ですから、変える必要があるかといわれると、より環境面のチェックというのでしょうか、どう

いう環境が必要なのか。子どもにとってどういう環境が必要なのかということが、国基準とか県

基準ということではなく、せっかくここまで話し合っているわけですから、尼崎基準というもの

を一度考えていくのがいいと思われます。それから、もう一つ、それを裏付ける補助金の問題が

非常に大きくあります。理想を言っても、結局、裏付けがなければ実際に運営できません。です

から、子ども一人ひとりに対する施設でかかる費用というものが、平等に行き渡るということを

私も保護者の方も願っているでしょうし、それから、子ども自身も同じ扱いを受けたいと願って

いるのではないかと思います。やっぱり取り扱い方の裏付けも整合性があるのかどうか、しっか

り考えていただければと思います。 

（部会長） 

 変える必要があるかどうか、ということに対してシャープな答えは出にくいけれども、まず、

今のお話は、大きくまとめると２つあったと思います。まずは養護と教育を含めて、保育の質と

いう部分をどのような形であろうと保証していく。これが大きく出ています。それから、親の立

場として、といいますか、補助金の問題が出ていましたが、やはり不平等が生じてはいけない。

やはりその辺り、どこに行こうと平等である。ここはいいけど、ここはお金が、ということは、

やはりあってはいけないということを基盤に考えて、取り組みを考えていくべきだというご意見

だったと思います。 
いかがでしょうか。どこからでも結構です。３つの論点に沿ってでもいいですし、それ以外の

ところでも結構ですので、ぜひご意見を出していただければと思います。 
（委員） 

 今、世の中全体が認定こども園の方に向かっていこうとしている時に、なぜ必要かどうかと言

われても、いいようにやっていきたいと思っているので。話を進めていく上で、私も思っている

ように、ここだけではなくて、尼崎の子どもだけのこともそうですが、色々な文化でやっている

ところも、縦がすっといくように、つながるように、連携するようにやっていかないと、また、

送り出さないといけないと思うので。論点について、なぜまた必要かどうかということをなぜ聞

くのだろうということを不思議に思いながら見ています。 
（事務局） 

 今回、論点としてご用意させていただいたのは、今、委員は認定こども園に向かっていくとい

う言い方をされたと思いますが、新しく認定こども園制度というものが改善された部分はありま

すが、以前、この新しい制度の検討の段階では、総合こども園という名前で、幼稚園と保育所が

強制的に総合こども園になる、あるいは、なってくださいということを言われた時期があります。

実際、それは今なくなって、認定こども園という既存の仕組みを生かして、なってもいいですし、

ならなくてもいいということになっています。いわゆる保育所のまま、あるいは幼稚園のまま経

営してもいいですし、あるいは認定こども園の保育所型、幼稚園型、幼保連携型という、それぞ

れの形で運営しても構わないということになっています。それが、運営ができるかどうかという

ことも含めて、色々な選択肢が残っているということだと、私たちは理解しています。それに対

して、新しい制度とはいえ、３つの選択が残っていて、それぞれどれがいいのかということを考
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えて、委員はそちらへ向かっているという言い方をされましたが、国は新しく作った制度ですか

ら、政策的に誘導するということはあるのかもしれませんが、そういう部分の中で、必ずしも、

絶対に認定こども園になってくださいという話ではなく、その辺り、保育所、幼稚園について、

これまで取り組んできた市としての考え方もありますので、それを、あえて尼崎市は全部認定こ

ども園になると、市として考えるのか。そうではなくて、保育所、幼稚園これまでやってきたの

だから、保育所、幼稚園でもいいですよと。ただ、認定こども園というものもいいですよね、と

いう言い方をするのがいいのだ、というのが、１番、２番として、論点にした意味です。いわゆ

る３番目では、全部認定こども園にしてしまったらいいというような形のようにも取れたのです

が、決してそうではなく、制度上、そうではありませんので、そういうのも考え方としてはある

のかなということです。 
（委員） 

 そうなると結局、要は、「子ども」ということを主語にすると、施設に入っている間は、要す

るに、それを作っている保育士さんや幼稚園の先生もいるわけですが、施設に入る前のところの

子どもたち、虐待の話もありましたが、それを尼崎市としては、どう考えていくのかということ

は、すごく大きいものだと思います。一応、認定こども園には、子育て支援というのは義務的な

機能を持つということになっていますが、現状として、市も、０歳からを対象にした家庭にいる

子どもたちのケアというのは、すこやかプラザなど、他にいくつかの施設でやっていますが、そ

れが十分広まっているとはなかなかいえないのではないかと思います。その辺りは、どこが担っ

て、どこがどういう機能を果たすのかということは、一度、整理しなければならないのではない

かと思います。この間、コンシェルジュという話もありましたし、ソムリエという話もありまし

たが、そういった役割がやはり必要になってくるのではないかと思います。 
（部会長） 

 この論点については、では保育所だけにしましょうとか、認定こども園だけにしましょうとい

った論議をしたいわけではないと思います。ただ色々な、例えば、コンシェルジュとか、最初に

言ってくださった、地域が連携していくために、ということを考えた時に、こういう形がこうあ

るべきだ、というふうに出てくるもので、もっとその前段階をやっぱり話し合っていきたいと思

うのです。特にこの論点３つについて、どちらかというと、この論点というのは、子ども子育て

支援給付の部分だけですよね。しかし、事業も入っていいですよね。例えば、今、出ていたよう

に、ファミリーサポートセンターのことや、すこやかプラザのこと、放課後児童クラブのことも

出ていましたが、そういったことも含めてもいいのですね。事務局、いかがですか。 
（事務局） 

本来、事務局が出させていただいたのが、施設型給付というところで、今、ここにも書いてい

ますが、保育所、幼稚園、認定こども園、それから地域型保育給付をもともとイメージしていま

すが、委員のご意見の中にも、そういう施設についても、例えば、地域の子育て支援ということ

で、いろいろな取組みもされているということですので、そういった事業との連携や関係性も含

めて、少しご議論いただくのはいいのかなと思っています。ここのところで、事務局が意図する

のは、市としてのこれまでの考え方は、ここに書いていますように、施設の成り立ちや目的は異

なりますが、保護者の就労等の違いによる場合が多いということがあります。そうした中で、例

えば、保育所、幼稚園、認定こども園というのは、先ほども言われたように、地域の子育て支援

の一定の役割を求められている中で、例えば、尼崎市として、例ですが、この施設を中心に地域
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の子育て支援を連携していこうと、そういったことは、今まで持っておりません。逆にいうと、

そういった近くにある様々な施設との連携をしながら、これまでの地域の子育て支援が展開でき

ないのかということとか、それぞれの施設で地域の子育て支援と、それぞれの施設で対象とされ

ているお子さんを受け入れていただくと。こういった考え方で進めてきたことがありますが、そ

ういった取り組みのことについて、今後もそのままでいいのか、もう少し、どういった観点が必

要なのか、ということも含めて少し意見をいただけたらと思っています。 

（部会長） 

 どうでしょうか。ちょっと今の説明は多分伝わっていないと思います。今、論議しているよう

なことは、例えば、法整備が必要であるとか、連携しましょうとか、いわゆる今ある施設や事業

をどのようにしたら、委員のお言葉を借りると、子どもに最善の利益や平等ということで、みん

なが幸せになれるか、という部分で話し合ってきたのですが、そういうふうにくると、やっぱり

ちょっと話が違ってくるように思います。今の話も、多分、委員の皆さんは理解できていないと

思います。私だけでしょうか。進行役がこんなことを言って申し訳ないです。 
（事務局） 

 この４月から色々な部会で、新制度の検討をずっとやってきており、認可基準等検討部会にお

いては、質を確保するために、新制度自体が保育の量の拡充だけではなく、質も確保していきま

すということで、各委員からご意見をたくさんいただいている状況です。それは地域型保育事業

について、幼保連携型認定こども園についてなど、それぞれの施設ごとについての質を確保する

ための方策といったものをご議論いただいているという状況です。それで、就学前の教育・保育

のあり方というのが、本市としては、今まで色々な各施設で、こういった同じようなあり方で、

就学前に身に付けていかなければいけない重要なことというのを、色々お持ちだったと思います

が、それが市として、こういった５項目について、共通の理解が図られました。今後、こういう

子どもに育てていくために、周りの環境、施設や事業者がどういったことをしていけばいいのか

ということを、この部会ではご議論いただきたいということで、今回は新制度の公費、財政面と

いうことで、公費が投入されますよということで、施設型給付、地域型保育給付というものを議

題に、論点として上げさせていただいています。ただ、今まで幼稚園や保育所等に対しても、市

として、検討したことがなかったわけではなく、これまでも尼崎市として、認定こども園につい

ては、こういった事業者の後押しをしていきますよ、というような考え方がありましたので、今

後、新制度においても、こういった考え方で進めていくのが大前提にはなるのですが、それにプ

ラスアルファとして、新制度では、今より子育て環境を良くしていこうということで、質も拡充

していきますし、量も拡充していきますよという方向があるということで、まずこの部会の中で

は、こういった就学前の子どもに身に付けさせたい、身に付けさせるために、どういう施設とし

て、大人として、どういった役割を果たしていったらいいのか、という議論をしていただければ

いいのかと思っています。 
（事務局） 

 先ほど、部会長が言われた、事業が入ってもいいのかというご質問に対しては、入ってもいい

と思っています。認定こども園では、子育て支援の事業をやっていると。もちろん認定こども園

は、制度上、子育て支援の事業をやることを義務付けられていますので、やっている形になりま

す。ただ、これらは保育所あるいは幼稚園で、認定こども園の認定を取らなくても、地域に園を

開放して園庭開放されるなど、子育て支援の事業を行われていると思っていますし、これからも
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やられていくと思います。そこの部分は、認定こども園だから子育て支援がすごく充実するとい

うことではなくて、これまでの取組みを認定こども園として、認定されて、やっているというこ

との違いなのだと思っています。ですから、保育所や幼稚園に対する考え方というのは、子育て

支援事業も含めて、これまで市として取組みを進めてきた経過があるのだと思っています。それ

が今度、新制度になった時に、事業者さんとしては、認定こども園か保育所か幼稚園といった選

択肢が残されるわけですが、それをあえて、では全部、認定こども園にどんどんなってもらうと

いう形にするかどうか、ということは、議論する余地はあるのではないかという思いの下に、こ

の論点を用意したものですので、子育て支援に関して議論しなければならないわけではありませ

んし、施設のことだけを議論するということではありません。ですから、前回も子育て支援とか、

子育てソムリエというような話が出たのだと思っています。今回、施設型給付という形になれば、

基本的に保護者が通っている施設の違いに関わらず、給付というものは基本、同じ形になります。

長時間使っているか、短時間使っているかによって、給付の額は違ってくるかもしれませんが、

同じ仕組みに則って給付します。それは、施設の保育時間の違い、あるいは教育時間の違いによ

って金額が変わるということは生じてきます。これも制度上の課題ではありますが。そういう部

分があるのですが、どういう部分で、こういう今まで取り組んできた子育て支援施策や子育て支

援事業も含めて、どういうことを意識すればいいのかということで、今回の部分は、例示として

論点を３つ用意していますが、必ずしも、では、地域子育て支援拠点事業はなくてもいいのかと

いうご意見があれば、それは議論としてあってもいいと思っています。長くなりましたが以上で

す。 
（委員） 

 大体分かりました。システム論と概論が一緒になっているので、みんななかなか意見が言えな

いのだと思います。システム論としては、保育によるところも多く、また、ニーズ調査から出て

くることもあり、概念とか希望とか将来ということを考えると、もっとやっぱり尼崎がしなけれ

ばいけないということは、当然の論理になるとは思います。今のように、国の法律やシステム、

縛り方が変わってくる中で、子どもの健康は絶対いいかといったら下降しているわけで、私は子

育て支援は親支援だと思っているので、子育て支援と親がいるというのは、もう明らかにあって、

それが就学前でも、就園前でもいるという辺りで、市はそこに何らかのサポートをしなくてはい

けないと思っていますし、今のシステムではできないのであれば、変えなくてはいけませんし、

さらに尼崎市の特徴は、若年層の妊娠が多い、兵庫県内で一番十代の妊娠が多いまちだという中

で、望まない妊娠の場合や虐待につながるかも分からない。貧困やＤＶ、それから生活の質、そ

れぞれの質の QOLという辺りも問題かも分かりません。もちろん、こちらには保育の質という
のもあるということで、システムと概論とを、ちょっと分けて考えるとか、本当にやるのだった

ら、どのようなやり方がいいかということを議論した方がいいように思いました。 
（部会長）  

ですから、これは、いわゆる制度論を聞いているように見えますが、事務局の思いとしては、

最終的には制度になってくると思いますが、システムといいますか、しかし、本質論をこうして

色々と前回あったような話をすることによって、最終的にこういう形のあるものが出てくると。

まだそこまで行き着かない部分で、私は、もっともっと前回のような論議を進めていきたいと思

いますが、そういう理解でよろしいですか、事務局。これであれば、多分、委員の皆さんが見ら

れて、では、幼稚園は保育所にするべきだと、そんなふうにはならないですが、何かそういう形



 
 

14 

の意見を言わなければいけない、という思いにかられるのではないかと思います。 
（事務局） 

 もともと、そこまで考えたものではありませんので、今、部会長がおっしゃいましたような進

め方でお願いしたいと思います。 
（部会長） 

 はい、理想を語りましょう。それしか言いようがないといいますか。 
（委員） 

 委員がおっしゃったとおりで、子育ては親支援ですし、親子との関係作りができないと困ると

思います。園庭開放しますよ、どうぞ遊んでくださいよということだけでは、子育て支援にはな

りません。そこにやっぱり顔見知りの先生がいて、大きくなったねとか、どうしたのとか、お母

さんちょっとしんどそうね、という言葉掛けというか、関心を寄せてくれる、親にも子どもにも

関心を寄せてくれる。あるいは親同士がそこで友だちになる、子ども同士が友だちになっていく

ということでは、関係作りの専門性というのが非常に大きいと思います。施設に籍のある子たち

は、当たり前のように小学校でも、幼稚園でも、保育所でも、何々組の何々さんという居場所が

あるわけですが、施設に籍のない子たちというのは、居場所がないわけで、その居場所を作って

あげられるのは、やはりそれを専門的にできる子育て支援担当者だというふうに私は思っていま

す。それは、簡単なものではないと思います。出産や、子どもの子育て経験があったり、あるい

は気軽に話をして、関係作りをやってきたりとかという、かなり専門性の高いものが必要だと思

います。もう一つは、病気だとか、あるいは子どもの発達だとか、障害等々の知識も持ち合わせ

て、アドバイスもできるような、そういう人材である必要もあると思います。今、それを各園で

誰が担っているかというと、要するに担任と園長と主任という位置付けの中で、担任はもちろん

持てませんから、主任だとか園長といった者が暇な時でしょうか、４月のわんわん泣いている時

などは、とてもそんなことはできませんし、そういうことになると、継続的にきちんとした、逆

にいうと、それが継続的にできないということは、子育て支援を望んでいる親子の居場所がない

ということです。ですから、そういう意味では、子育て支援、逆に親との関係作り、それは色々

なところにいますね。ここにもいらっしゃるし、拠点づくりにも当然いらっしゃるし、福祉畑に

おいては、保健師さんがそういう役割を果たしているところもあるでしょうし、それもやっぱり

元気のいい子どもたちを遊ばせたい、となると、やっぱり施設、環境のある施設ということにな

るのではないかと思います。そこにやはり専門性を持った、子育て支援専門の先生がいるという

ことは、とても大切だと思います。 
（部会長） 

 前回のコンシェルジュのイメージでしょうか。 
（委員） 

 それが、あまり概念としてないのです。結局、各園が手探りでやっていて、そこに本当におっ

かさんのような先生がいて、関係を作ってくれるところはいいですけれども、ただ、園庭開放し

ますよと。どうぞ遊んでちょうだいというだけでは、子育て支援としては弱いのではないかと思

います。 
（部会長）  

 これは前回も出ていたのですが、ここにも書いてあります、その最初のご発言は、ソムリエと

いういい方でしたね。例えば、園長とか主任がやっているにしても、本当にお忙しい時などはと
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てもそんなことできない。当然、しなければいけないけれども、まず園の子どもたちに関わって

いく、親に関わっていくというのが現状だと思います。例えば、こういうコンシェルジュや、そ

ういう方がどこにおられたらいいのかとか、そういうふうなところ、具体的なイメージをお持ち

ですか。 
（委員） 

 私が思っているイメージとしては、今日の論点の３つとも関わりますが、仮に小規模保育を本

市でやるにしても、その小規模保育の人員では、恐らくなかなか難しいだろうと思います。 
（部会長） 

 そうです。 
（委員） 

そうすると、やっぱり市として何らかの保証をしていかなければならないと思うのですが、も

のすごく理想をいえば、各園、各施設、また地域のすこやかプラザのようなところに、委員がお

っしゃったような専門性を持った方がいらっしゃるのが一番理想にはなるかと思います。しかも、

今日、ここでも議論してきている議題（１）のような、本市では、こういう５つの観点を大事に

しながら子育てしていってくださいね、ということを打ち出していくのだから、どこかの専門的

なことを学ばれたことだけではなく、本市で大事にしていることはこれだ、つまり、愛着形成を

ちゃんとしていかなければいけないよ、ということを伝えていくような、要は、最後にリーフレ

ットまで、冊子、報告書を作られた時に、読み込んで、自分のものにしていただけるような方が、

最終的には、どれだけ人材育成するのが難しいかということは抜きにして、理想だけ語れば、各

園、各拠点のような施設等に入れることが必要ではないかと思います。 
（部会長） 

 養成と、それから人員の配置ですね。かなり厳しい部分があるかもしれませんが。 

（委員） 

 一時保育事業をやっているのですが、そうしたら、本当に 18歳のお母さんが飛び込んできて、
自分は遊びたいのに遊べない。子どもがいたら困るという人が飛び込んでくるのです。そういう

のを見ていたら、一時保育にはプロを入れているのですが、ああ、必要だなと思います。だから、

事細かく言わなくても、日常、皆さんやっていることでいいのです。ただ、あと足りないなと思

います。人の問題もあるのですが、ボランティアの方々が、本当に月火担当というように、本当

にさりげなく来てくれて、掃除をしながら、ちょっと退いときやなどと言ってくれる。何かそう

いう、日常的に入り込んでくれている人がいるのです。日常的にしてみせている大人がこんなに

いる。胎教の時代、子ども側でいうと胎児の時代を、もう少しちゃんとしておいてあげないと、

行き場所を作ってあげないといけないかなと。そこには、プロじゃないけれども、助けてくれる

大人がいて、見てくれる大人がいるよという仕組みが素晴らしいなと。もっと出てくれたらなと

思います。 
（部会長） 

 尼崎で大事にする、そういう姿、５項目の話が出ていましたが、プロが今、おられる。プロと

いうのは、どういう方のことですか。 
（委員） 

 保育士です。 
（部会長） 
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 保育士がいると。さらに、委員がおっしゃったのは、さらにそういう専門性プラス、尼崎の特

有のものを全てというご意見でした。 
（委員） 

 尼崎は大きいので、それができるかどうか分かりませんが、ピアカウンセリング的に、今、子

育てをしている人でもいいですし、卒業して、子どもが小学校に入ったという人でもいいので、

地域で幼稚園や保育所に出掛けなくても、地域の中で、ちょっとしたことを尋ねるとか、この人

が折り紙をするから集まらないとか、遊び方を教えてもらったとか、地域の中で関われる年齢の

近い人が必要だと思います。それを推進員というのか分からないですが、そういう人たちを市が

きちんとバックアップする、という方法もあるのではないかと思います。ちょっとローカルにな

りすぎるかも分かりませんが、区や自治会、小学校単位よりももっと細かいところで、子育てを

身近に相談できるような人とパイプができたらいいなと思います。 
（部会長） 

 今、ご意見を聞きながら、例えば、先ほど、親支援とか親と関係性をつなぐということである

ならば、コンシェルジュ、なかなか言い慣れないので済みません、というような高度な専門性ば

かりではなく、例えば、最近よくありますが、ピュアヘルパーのような、いわゆる関係性を作っ

ていくような人たちをどんどん養成していく。ピュアヘルパーというのは、ここに行かないと教

えてもらえないではなくて、もう気軽に、本当にその中に入って、いわゆる関係性を構築するよ

うな、そういう人たちもやはり大事かなというのがあります。 
（委員） 

その上にコンシェルジュがあるということでしょうね。 
（部会長） 

 そうですね。何か構造的に、子育て、親支援をしていくような、つなげていくような方々が、

階層的にというか、階層になるのかどうか分かりませんが、ちょっとそういうふうなことを、今、

イメージしました。 
（委員） 

 実際、愛知の豊川にいた時のことですが、子育て広場には、もちろん保育士をなさっていたと

いう方もおられますが、それから、子育てがちょっと一段落したお母さんがスタッフで入り、さ

らにパートナーとして、自分の子どもを連れて、そこの広場で一緒にスタッフをヘルプするよう

な役割を私も実際させていただいたら、悩みも分かち合えるというか、その広場で、自分の子ど

ももそれぐらいの年齢だと、お母さん同士の悩みも、教わるというのではなく、こうだよね、あ

あだよねと良い関係が築けて、さらに、ある程度、子どもが就園したら、今度はスタッフとして、

もうちょっと広く見られるというような、あのシステムはとてもよかったので、尼崎でもどうで

しょうと、実感しました。だから、すごく今の意見で、ああ、と思い出しました。 
（部会長） 

 かなり具体的なもので、イメージしやすいお話でした。いかがでしょうか。せっかくですから、

考えておられる思いの丈をすべて出していただければいいと思います。 

（委員） 

 何となく分かりにくかったのですが、イメージは草の根かなと思います。ネットワークをたく

さん作って、積み重ねていくというようなイメージでいいでしょうか。私は、ドロップインサー

ビスというのを外国に行って見てきました。ドロップインというのは、ちょっと立ち寄れる場所
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で、普通の繁華街などの一室を借りて、そこで、ピュアカウンセリングでしょうか、本格的なカ

ウンセリングをやるわけではないですが、同じ主婦もされていて、ちょっと子どもを置いておい

て、お茶も、簡単なクッキーが置いてあって、食べている間に色々な子育て相談を定期的にやっ

ている。そこを起点にネットワークがあって、敷居がものすごく低いのです。そこを起点に、お

母さん方が子育て支援のどこかのネットワークにかかってくれると、何かちょっとしんどいねと

なった時に、例えば、保育所のコンシェルジュはないですが、そこにつないでいってもらうと、

例えば、虐待防止につながると思います。だから、横の広がり、色々なネットワークにつながる。

それをもう少し縦につなげていく。そういうイメージかなと。一番難しいのは、尼崎でもハード

ケースといわれる形で、お母さん方が関わろうとしないようなケースまでも、巻き込めるように

なってくれるといいなと思います。その時に、監視となるとちょっときついですよね。監視とい

うのではなく、柔らかい見守りができるような形になってくるといいのではないか、という気が

します。何かパッチワークのような、パッチワークというのは、細切れの布をつないでいきます

よね。細かいところで、そういうネットワークをつないでいくと、大きな布になっていくのでは

ないかと思います。イメージですが。そのような感じを受けました。 

（部会長） 

 敷居が高いと、いくらいいものがあったとしても、なかなかそこに行けない。結局、そうして

つなげて、つなげていくような草の根という、そういうところからのネットワークというのが、

やはり構築できないかという、結構、そういうご意見が今、出ていると思います。どうでしょう

か。それに関わってでも、全く違うところからでも結構です。 

（委員） 

 今、言われているように、ネットワークというのは、やはり作っていかなければならないと思

っています。全然関係ないのかもしれませんが、犬を飼っている人は喫茶店などになかなか行か

ないので、どこか部屋があって、ここは行けるということになると、結構、そこに集まって悩み

が話せるというようなことを番組で見たことがあります。そういった形の場所を作り、それから、

先ほど言われた、こんなことが分からないんだけど、どうしたらいいだろうかというようなこと

がすぐ聞けるような、若い妊婦さんでも、二十歳未満の人でも、すぐに相談ができるようなとこ

ろ。どこに相談したらいいかということを、皆さん周知できるような、そんな仕組みができたら

いいかなと。昔といいますか、僕たちが小さい頃は、当然のように地域がやっていたし、家の中

におじいさん、おばあさんがいて、それは当然家でできていたのですが、それがもうできない状

況だから、それをやっぱり作っていく。幼稚園や保育所などを拠点にするというのが大事かなと

思います。ただ、人を配置するのは、経済的におそらく難しいので、何人かセンター的なところ

に登録していて、何か要請があったら、例えば、武庫北幼稚園で、ちょっとこんな話をしてくれ

と。悩んでいる人から相談があって、呼んで、地域の若い人たちが集まるとか、そういう形を作

っていくのがいいのかなと。そういった人材を確保するのが難しいと思いますが、理想をいえば

そういうことです。 

（部会長） 

人材のことについてはいろいろありますから。 

（委員） 

 論点から外れるのではないかと思いながらお伝えするのですが、尼崎は本当に子育てがしやす

いまちだと思っていて、すごく自慢に思っているのは、退職された保健師さんが、まちの保健師
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さんとしてまちに出てきてくださったり、民生委員さんが、地域で大きく定期的にどんぐり広場

を作ってくれたり、シルバーさんが動いてくれたり、見守り隊というように皆さんが動いて、本

当にあちこちで、あえて市があれこれ言わなくても子育てしやすいまちですねということを、私

も自慢に思いますし、いいなと思っています。人が探す、人を探すのではなくて、本当にそうい

う意味では、退職された方がどんどん動いてくれていて、とても助かっています。 

（委員） 

 ありがとうございました。私も色々と勉強になりました。そういえば、公立小学校に行くと、

色々なボランティアの方が、ずっと職員室の中に入っておられますが、あれを全部の施設でやっ

ていただくとありがたいですね。ああいう人をどうやって集めるのだろうといつも思っています。 

（委員） 

 スクールボランティアですね。 

（委員） 

スクールボランティアというので、ああいうのはいいなと思いながら、私学はどうやって集め

ているのだろうと思いながら過ごしています。その辺から、どの施設にもそういう人が登録でき

て、というのは夢です。どこにいってもそういう人と会えるということがいいなと思います。せ

っかく、２番、３番がありますので、これについて。認定こども園については、現状では、かな

り取組みというのは、募集のことを私たちはどうするのかなと思っています。結局、私どもは認

定こども園ですが、保育所の募集の日と幼稚園の募集の日が異なっているわけです。ですから、

その辺りで、直接契約でもありますので、保護者の方から、「いつどこで申し込んだらいいので

すか」と聞かれても、「すみません。いっぱいになったのです」と言うと、「えー」と言われます。

「では、下の子が生まれたら２年後になりますか」とか、そんな話があるので、募集などは、も

う少し保護者の方が分かるような形で、どこに行っても、この日に行けばというものがあってほ

しいなと思います。今、保育所と幼稚園と公立の保育所とは、全部、募集の日が違っています。

ですからその辺りも、「この日」というのがあれば、もう少し保護者の方にも分かりやすいので

はないかと思います。どうしたらいいか迷われている方は、結構、多いのではないかと推測しま

す。ですから、地域型保育給付についてですが、「先行して取組みが行われることになった」と

ここに書かれているのですが、尼崎でもこういうことについて先行する予定があるのでしょう

か。」 

（部会長） 

事務局、お願いします。 

（事務局） 

 小規模保育は、待機児童解消加速化プランというものを国が打ち出していますが、待機児童が

多い自治体が非常にありますので、待機児童解消加速化プランで待機児童を解消させるために、

小規模保育という仕組みを先行して使って、待機児童の解消に使ってもいいということで、先行

して制度化されています。今、尼崎市の方で、小規模保育を先行して使うという意味ではなく、

制度的に認められてということを説明したものです。 

（部会長） 

 だから、それも組み入れることができますよということですね。 

（事務局） 

 はい。選択肢の1つとしてあるということです。 
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（部会長） 

 時間がきていますが、いかがでしょうか。すみません。全然発言いただかなくて。 

（委員） 

 遅れまして、すみませんでした。最後の地域型保育のところ、先ほど委員がおっしゃっておら

れましたが、もし尼崎で実施するならば、保育の質ということ、それから、今回、この部会で決

められつつある柱立てを、しっかり保育の中に入れていただくということが必要かな、と思いま

すので、やっぱり、国の制度もそうなっていったと記憶していますが、保育所なり認定こども園

が核になって、言葉は適切ではないかもしれませんが、指導であったり、保育スタッフの補充な

どで、機能的に動いていけるようにしておく必要があるのかなと感じました。あとは、保育コン

シェルジュであるとか、ソムリエといった話がありますが、前回もお話させていただきましたよ

うに、国の方でそこを検討しており、地域支援と個別支援と、一体的に存在させるという方向で

検討されています。多分、もう少ししたら方向性が示されて、養成の部分も出てくると思います

ので、もうちょっとお待ちいただいた方がいいかもしれません。 

（部会長） 

 国も考えているということですが、もう時間がまいりました。そうしましたら、例えば、もう

少し待った方が、というご意見もありますが、ピュアヘルパー、ピュアカウンセリング、コンシ

ェルジュ、ドロップインサービスと、横文字が並んでいますが、そういった考え方を現在の施設

や事業に、尼崎版としてどのように位置付けるか。そういう話になってくるとは思います。宿題

を出してもよろしいでしょうか。やはりそういう事業や施設のあり方、それは認定こども園がい

いかどうかということではなく、現在あるものにどう組み入れていくか。例えば、園にすべて配

置するというご意見もありましたし、そういうものを作っていくという、いろいろなことがある

と思いますが、その辺りを構造化していくという作業に入っていきたいと思います。皆さま、考

えたものを、できましたら書面で出していただきたいと思います。絵でもいいと思います。ネッ

トワークでつながっているような。私も話をしながら絵が浮かんできたところもあります。それ

をやはり作って、皆さんにお話ししていただいた方がいいと思います。次回にということですが、

期限が次回の日程と関係がありますが、のちほど事務局から、それは考えていただくということ

で、お話しをお願いしたいと思います。 

３ その他 

（事務局） 

本部会のここまでの議論について、11月26日開催予定の子ども・子育て審議会の全体会議に

おいて、中間まとめとしてご報告する予定でございます。さらに、その後については、6月の時

点の委員構成にも記載しておりましたように3名の委員については、事業計画策定部会にお移り

いただくことになります。 

これは、事業計画策定部会における計画の書き込みが重要となるため、事業計画策定部会の委

員が増え、ご負担がかなり大きくなることに配慮したものです。これまでの議論で共有できてい

ることを踏まえ、議論を進めますが、事業計画策定部会でお越しいただきますので、審議の状況

をご報告することや内容についてご相談することがあると思いますので、ご協力いただきたいと

思います。 

●次回の日程調整等の事務連絡 
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