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第６回 神戸市子ども・子育て会議「教育・保育部会」及び 

第５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７月 25日(金) 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）確保方策策定にあたっての論点整理について  

論点①「０歳児の量の見込みの補正案」について 

○委員意見 

 ・結論は、国が示した算出方法で計算するということか。現在の実態と比較するとどう

か。 

 

●事務局 

 ・そうである。 

 ・０歳児は平成 25 年度当初は約 1,100 人で、最も多い年度末で 1,800～1,900 人である。

これまで、０歳児は１歳児の半分程度の数であった。１歳児の平成 30 年度の量の見込

みは約 4,400 人であり、その半分である 2,200 人を０歳児と考えれば、今回の数値は

実際の数値に近いものである。 

 

○委員意見 

・先日政令市の私立幼稚園団体の大会があったが、働く母親が最も多いのは新潟市で、

神戸市はかなり下位である。０歳児は、育児休業がきちんと取得できれば減少できる。

今後国が働く女性を増やす施策を進めることで、神戸市でどこまで０歳児の量の見込

みが増えるかは分からないが、2,216 人という数値は、若干多いかもしれないが、妥当

な線だと思う。 

 

論点②「供給過剰区域での上限」について 

○委員意見 

・現在、市内で私立幼稚園で認定こども園になっている 14か園が供給過剰区域にある場

合、資料の数値より定員が多かったり、２号・３号の定員区分である「10 人まで」よ

り、定員を増やすことを考えている場合はどうなるのか。 
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●事務局 

・これは、現在認定こども園ではない幼稚園や保育所が、新たに認定こども園になる場

合に適用されるものである。既に認定こども園になっている 14か園は、供給過剰地域

の場合は、上限を設けることになるが、実際に現在在園している園児が、その上限数

を超えるのであれば、その数を上限とするということであり、２号３号の枠を下げる

という意味ではない。 

 

◎議長 

・本日の議論を踏まえ、事務局にて国の新たな算出方法を参考に、平成 30年度の０歳児

の量の見込みを元に、確保方策の検討を進めていただきたい。供給過剰区域における

利用定員の上限については、中間とりまとめの内容を、「幼稚園に追加する２号・３号

子どもの利用定員は 10 人以下、保育園に追加する１号子どもの利用定員は 15 人以下

とする」に修正する。事務局は、この考え方に基づいて、利用定員などの調査を実施

し、次回、11区域毎の確保方策案を提示していただきたい。 

 

●事務局 

・６月 12 日の第５回部会、６月 30 日の第６回子ども・子育て会議で、延長保育や一時

預かり事業の量の見込みについて報告したが、０歳児の量の見込みの補正に伴う、延

長保育等の量の見込み補正と確保方策等について、次回の部会で報告する。 

 

（２）利用者負担について 

○委員意見 

 ・平均保育単価を最低給付単価に変更することについて、具体的に説明をお願いする。 

 

●事務局 

・５頁に、本市の現行保育料を掲げており、第１子の３歳未満児は０円から 85,800 円、 

３歳以上児は０円から 34,700 円である。国の基準は、７頁の上の表にあるように、３

歳以上児は０円から 101,000 円であるが、「※ただし、保育単価を限度とする」とある

ように、保育単価を超えて徴収することはできない。その際の保育単価は、平均保育

単価を使っている。現在は個人に対する給付ではなく、神戸市が保育に欠ける子ども

に対して保育を実施するという考えの元、大規模から小規模まですべての保育所の運

営費の平均を取った平均保育単価を、「上限となる保育単価」としている。最も単価の

安い４、５歳児で言えば、約 35,000 円弱である。そのため、国の 101,000 円ではなく、

５頁の表の平均保育単価を上限として設定している。 

・新制度では施設型給付は個人に対する給付になる。保育所や認定こども園等を利用す
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る際に支払うべき保育料の額から利用者負担を差し引いたものを、個人に給付する。

しかし、保育に 35,000 円かかる子どもに対して利用者負担を 40,000 円とするとマイ

ナス 5,000 円となり、本来かかる額以上に保護者が負担することになり、適当ではな

い。保護者の負担額は、給付単価として定められている保育に必要な額以下でなけれ

ばならない。保護者負担が上回らないよう、最低給付単価に合わせていくことになる。 

  

○委員意見 

 ・現行と比較すると下がるのか。 

 

●事務局 

・４、５歳児の約 35,000 円弱はあくまで平均で、高いところ、低いところがある。新制

度の元での平成 27年度の給付単価はまだ確定していないため、現段階では、確実なこ

とは言えないが、現行の平均より低いところも出てくることも想定される。そのため、

新たな制度での給付単価が、現在の平均単価を下回った場合は、引き下げになる。 

 

○委員意見 

・生活保護世帯の減免措置はあるものの、基本的にはこれ以上の応能負担はない。それ

に対して、今の国のしくみは、結果だけ見れば「高額所得者は、自分で人を雇用した

りベビーシッターをお願いするなど、自分の力で保育をしてください。その代わりと

して保育所を使っているのだから、これくらいの金額を支払ってください」と言って

いるような印象を受け、あまりにも応能負担の差があり過ぎる。利用者負担も５割で、

他の子育てに関する負担の割合も高い。市町村負担を入れても、約４割を負担してい

る。このような背景から、５頁の３歳未満児の 85,800 円は見直したほうがよいのでは

ないか。 

 

●事務局 

 ・ご指摘を踏まえ、今後、あるべき姿を検討する。 

 

○委員意見 

・１号子どもの保護者は４割以上の負担をしている。１号子どもは手厚い福祉に比べて

補助が薄い。１号子どもの国の基準は最も高いところで 25,700 円、就園奨励費を月割

にして引くと一番右の金額になるが、国の基準 25,700 円は全国の平均値であり、現在

でも横浜、川崎、東京などの平均保育料は 35,000 円で、そこには入園料などは含まれ

ていない。地方では１万円台のところもある。神戸市の私立幼稚園は、平均より低い。 

・保育料の平均は、約 20,000～21,000 円である。利用者負担としては、他に入園料と入

園の際に一括して支払う施設費などがあり、入園料やその他の経費を含むと、月額約
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2,000～3,000 円である。つまり、現在保護者が支払っている金額は 22,000～23,000 円

である。そこから就園奨励費を引くべきである。国の基準から引くと、保護者の負担

はまだまだ上がることになる。現在の在園児も、来年から新制度の認定こども園にな

ると、今の保育料より利用者負担が上がることになる。 

・現在の在園児は、入園時に入園料を支払っているため、それを加えるのはいかがなも

のか。重複して入園料を払うのか。認定こども園になると、入園料を利用者負担のと

ころで取るのはどうかと思う。名前を変えるなどが必要ではないか。保育園は入園料

は不要である。２号と１号の子どもが同じ認定こども園に入っても、２号は入園料が

不要で、１号は必要というのも不公平である。認定こども園では、違う方法で徴収す

るようにと言われている。この金額でも、まだ保護者負担は上がると思われるため、

保護者負担の軽減をお願いしたい。利用者負担は、利用者にとって切実な問題だが、

幼稚園にとっても、経営基盤を揺るがす大きなものである。 

・国が出しているシミュレーションによると、大規模幼稚園ほど単価が低くなり、現在

より何千万円もの収入減になる。そうなると行政が負担するか、保護者に上乗せする

かになる。保育所の考え方と同じく、新制度では、定員が多いところは一人当たりが

薄くなっているが、幼稚園はそうなのだろうかと思っている。例えば、広い施設が必

要であれば広い土地が必要で、施設を充実するには建築基準も高いものが求められ、

消防設備も高価なものが必要である。初期投資が大きくなることで減価償却が必要で、

改修も必要である。現在幼稚園では、減価償却も含めて基本金として積み立ててきた

歴史がある。利用者からもらう決して高くはない保育料に、私立幼稚園が県からもら

う経常費補助金を足したものを、この新制度と比べることとなっており、それ以外の、

預かり保育や特別支援教育などの補助金は一切入れないこととなっている。しかし、

それでもマイナスが大きいため、私立幼稚園はどうしようかと思っている。新制度の

元で認定こども園になって、地域の子どもの子育て支援や待機児童の解消に自分たち

も役立ちたいと思っても、この金額を見ると踏み込めない現状がある。 

・神戸市が実施した移行の意向調査を見ると、意外に平成 27 年度から認定こども園にな

るところがあるが、これは決定ではなく、ギリギリになって止めても構わないという

前提である。どのような思いで回答したのかを考えると、私立幼稚園は、地域の幼児

教育を担ってきて、地域の保護者からも大きな信頼を得ていることから、「国が大きく

転換しようとしている新制度に、自分の事情だけで乗らないのはよくないのではない

か。マイナスになって経営が苦しくなっても、何とかしよう」と考えているのだと思

う。今までも私立幼稚園は最も補助金が少なく、利用者負担もほとんど保護者に負担

いただくことで、何とかやりくりしてきたため、今後も厳しくても何とかやっていか

なければならないという涙ぐましい犠牲的精神を発揮しての回答だと思う。市のこど

も家庭局は、このようなことを解決してくれるという強い信頼の元に回答していると

思う。利用者負担は大きな問題である。 
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・新制度では、待機児童の解消も大事だが、文部科学省は３歳以上の子どもの幼児教育

をしっかりと行うことも大きな柱の一つと言っている。それに対してどれだけ国が財

源をつけているのか疑問に思う。３歳以上の教育を行うために、保育所などが認定こ

ども園に移行する際に必要なのは、人なのかお金なのかなどが今後の議論になると思

うが、施策には裏打ちされた財源が必要であり、そこが利用者負担を考える上での入

口になる。幼稚園も早く示していただかなければ９月 10 日からの募集に間に合わない。

様々な複雑な思いを、委員の皆様に読み取っていただきたい。 

 

◎議長 

・先日の読売新聞に、「現在認定こども園で 300 人以上の大きな幼稚園は、経営的に成り

立たないため、認定こども園から降りるというところがかなり出てきている。認定こ

ども園に移行する幼稚園が期待していたほどにはないため、国は検討する必要がある」

という記事が掲載されていた。神戸市としてはどのように考えているか。 

 

●事務局 

・市内 97園の私立幼稚園のうち、既に認定こども園になっているところも含めて、約３

分の１の園が初年度である平成 27年度から認定こども園になると回答している。文部

科学省も、特に大規模園に対する公定価格が不十分であるという指摘があることを認

識しており、改善を検討すると言っているが、そのような経済的に厳しい中でも、３

分の１の園が認定こども園に移行すると回答している。地域の幼児教育や今後の保育

の使命を勘案しての回答と思われ、非常に心強い。公定価格の改善ももちろんだが、

神戸市の支援を信頼してという発言もあったため、幼稚園の先生方の思いをしっかり

と受け止め、今後の給付のあり方等を検討したい。 

 

○委員意見 

 ・新制度にかかるものは、認定こども園だけか。それとも幼稚園もか。 

 

●事務局 

 ・新制度に移行する幼稚園と、認定こども園の両方である。 

 

○委員意見 

・従来、各幼稚園の経営や特色によって保育料は異なるが、保護者は内容との判断で納

得していると思う。それが、今後は一律になるのか。 

 

●事務局 

・神戸市が定める一律の利用者負担額となる。ただし、標準以上の質の高い教育や施設
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の充実があるなど、通常の教育よりレベルの高い内容がある場合、それにかかる費用

を上乗せ徴収として、利用者負担以外に保護者から支払ってもらうことが可能である。 

 

○委員意見 

 ・考え方としては、今までとあまり変わらないということか。 

 

○委員意見 

・上乗せ徴収が可能といっても、あまり高い設定では来てもらえない。現在も各園の理

事長や園長が頭を悩ませながら設定している。特別なことは何もしていないから安い

というところはないと思う。例えば大学法人が実習のための園として設置するため、

大学から運営費が流れてくる場合には、利用料を安く設定することができる。しかし、

そうなると、周囲の園も影響を受けて、経営的に厳しくても安くせざるを得ない。

23,500 円でも高いが、さらに各園の特徴で 1,000 円、2,000 円と上乗せする。給食費

やバス送迎も上乗せとなる。合計で 30,000 円以上になると、だれも入園しなくなる。 

・一方、保育園は手厚い支援があるため、幼稚園の預かり保育を利用する２号認定こど

もで、１号認定こどもとして幼稚園に行っている子どもからすると、２号認定の利用

者負担額は大変安い。８時間の短時間利用でいく人は、この高い１号認定の利用者負

担額に預かり保育料金を加えた金額と２号認定の利用者負担額比較した結果、安い方

の２号の利用者負担額を選ぶのではないかと思う。在園児も、オセロのように次々と

２号に変わるかもしれないが、その辺りも、幼稚園はまったく分からない。在園児の

保護者は、現在と同じ園にいて２号給付を受けられるのであれば、２号を選択する人

が多いかもしれない。一方、新入園児は、２号認定は保育所と同様に区役所に申し込

みに行かなければならず、点数制や園が一杯などで、振り分けられる可能性がある。

このようなことから在園児と新入園児では、考え方が異なるかもしれない。 

・現行の全体の保育料と比較して設定しているため、その他の徴収分を引くと、もっと

安くなる。22,000 円と設定しているが、実費徴収分 2,000 円を引いた 20,000 円の保育

料と比較すると明らかに高い。現在 20,000 円でも、3,500 円、2,167 円などの補助を

もらっているため、それを引くと、一体いくらと比較すればよいのかという話になる。

このように、保護者の負担は大きい。 

 

○委員意見 

 ・同じ認定こども園の中で、１号の３歳児、２号の３歳児は、同じクラスになるのか。

同じ教育を受けても、２号は追加徴収がいらないのか。 

 

●事務局 

 ・基本的には、同じクラスとなる。１号子どもは４時間の教育標準時間で終わり、２号
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子どもは、その後も夕方まで残ることになる。 

 

○委員意見 

 ・現在、幼稚園では、残る人は預かり保育料を別途支払っているが、保育料は平等なの

で、同じクラスにいても不平不満は出ない。同じクラスに１号と２号がおり、１号で

も預かり保育を利用する子どもはおり、残る子どもが預かり保育の部屋に行くなどに

なると思うが、保護者からは不平不満が出ると思う。 

 

○委員意見 

 ・保育の４時間は同じで、預かり保育時間分プラスアルファ分を払う人がいるというこ

とか。 

 

○委員意見 

・２号でも上乗せ徴収ができるのか。 

 

●事務局 

・１号、２号とも、上乗せ徴収ができる。 

 

○委員意見 

 ・保育所は手厚い支援があるため、これ以上必要ないという意見があるかもしれないが、

「必要以上の徴収をしてはならない」ことになっている。例えば、主食の米代以外は

できるだけ徴収しないことを、監査で厳しくチェックされる。幼保連携型認定こども

園で上乗せ徴収ありとなることで、行きたくても行けなくなる子どもも出てくるので

はないかと議論になったことがある。上乗せ徴収しても、利用者がいて経営できるの

であれば、それでよいということなのか。 

 

○委員意見 

 ・経営が成り立つよう、いくらでも上乗せ徴収を行うということでは、利用者に来ても

らえない。１号には特別なスイートルームに宿泊するような人もいるかもしれないが、

ほんの一握りで、幼稚園の保護者はまだ若い。保育園は個人持ちの教材もなかなか取

れない。鍵盤ハーモニカは小学校でも使えるため、４～５歳からもってもらおうと思

っても、保育園はなかなか理解が進まない。幼稚園では、教育方針として保護者に納

得して買ってもらう。保育園では希望者のみが購入するが、福祉の精神から差別はで

きないため、保育園でいくつか持ち、吹き口部分のみを交換して貸与するような工夫

を行っている。保育園で制服が少ないのも同様である。幼稚園は今まで競争原理でき

ているため、差別化の一つとして、また、園児にチームとしての意識を高めてもらう
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ために制服を設けてきた。 

・今後認定こども園になると、保育園も教育に力を入れることができるという話をされ

るかもしれない。上乗せ徴収で経営が成立すればよいが、とても成立できるとは思え

ない。最低でも、現在県からの補助金と保護者の負担を合わせた分は何とかならない

かと思う。今よりも悪くなる状況で、平成 27 年度からスタートするのかと懸念してい

る。国に質問すると、「これはあくまでも、全国平均なので、後は市町村、都道府県で

折衝してください」と、投げ掛けられる。そのため、本会議は大変重要なものである。

現在でも決して経営は良すぎるものではない。 

 

○委員意見 

 ・保育所の現在の行政指導では、遠足など全体の行事で個人の選択の余地がないものに

関する経費は徴収できない。既存の保育所が幼保連携型認定こども園に移行しても基

本的にその考え方は継続されるものと思っている。幼稚園が認定こども園に移行して

も、常識的に言えば、利用者に大きく不利益になることはないと思う。 

 

○委員意見 

 ・私立幼稚園や私立保育園は、経営が安定しない可能性が高い中で、先生が短期で辞め

る問題も解決されず、結果的に子どもたちが安定した環境で過ごすことができなくな

る。公私の幼稚園、保育園すべてがよい形で新制度を迎えるために、「前向きに検討す

る」だけでなく、いつまでに何をどのように検討するかを明確にしていただきたい。 

 

●事務局 

 ・利用者負担と、園の経営、つまり園が教育と保育の質を保って運営するための収入が

確保できるかという２つの大きな議論になっている。 

・園の経営については、国の公的価格が仮単価だという問題がある。消費税の増収分 7,000

憶円をフルに活用できるのは平成 29 年度である。平成 28 年度も、29 年度とほぼ同じ

数値になると言われているが、目前の平成 27 年度は、現行の単価水準と、満年度化し

た質改善後の単価水準の間のどこかに決着すると言われている。消費税増収分を子育

て支援と、介護や医療、年金など他の社会保障経費とで、平成 27 年度にどのように配

分するかで決まるため、国の公的価格は、やはり平成 27 年度予算編成の中で決まると

思われる。 

・先ほどからその水準が十分でないという指摘があるが、これも資金に関連するため、

いつまでにどのようにするかは予算編成を通じてとしか言えない。幼稚園や保育園か

ら要望を聞き、県や国にも要望しながら、神戸市としてどのような形で経営を安定さ

せることが可能かを折衝、調整をしながら市の施策を考え、予算として確定したい。 

・利用者負担も予算によって決まるが、神戸市の場合、予算は２月に対外的に発表され
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る。しかし、それでは９月に迫った園児募集に間に合わず、保護者はどの園を選べば

よいか分からない。特に幼稚園は保育所のように今までの保育料を示すことができな

いため、９月 10 日から始まる園児募集に間に合うよう、何らかの形で目安となる仮額

を示すことを検討したい。 

 

○委員意見 

 ・どのようにすれば本日から約１か月で、利用者負担の目安や、幼稚園が認定こども園

に移行することによって、どのように経営が変わるかを示すことができるのか。読売

新聞の記事の紹介があったように、認定こども園への移行に手を挙げなかったり、現

在、認定こども園になっているところが認定を辞退するなどの動きも出始めている。

企業の場合、予算を待ってアクションを起こすのではなく、「これをやりたいから、こ

れだけの予算が必要」ということをきちんと伝えたうえで、予算の割り振りを検討し

てもらう。予算会議が２月であったり、国の消費税増収分のフル活用が平成 29年度に

なるということだが、その間に、「神戸市は認定こども園への移行に手が挙がらず、待

機児童対策がうまくいかなかった」ということになれば、神戸市から人が離れていく

かもしれない。今のままでは明るい将来の見通しがない。せっかく議論しているにも

関わらず、このまま何となく数字が出ることになるのではないかと懸念している。 

 

●事務局 

 ・われわれも同じ問題意識をもっている。現在、財政当局と協議しながら、幼稚園や保

育園とも協議を行っている。それを煮詰めて、９月 10日の園児募集の際に、保護者が

選択するための目安を参考資料として作成する予定である。時間はないが、できる限

りの調整を行いたい。 

 

○委員意見 

・利用者負担については、保護者や市民への周知として広報誌を作成しているようだが、

説明会のスケジュールがどのようになるかを教えてほしい。 

・幼稚園の中には、「新制度では経営できない。０～２歳の保育のノウハウもなく、土地

も狭く増築はできない。そのため、従来通り県から私学助成をもらい、保護者は就園

奨励費をもらうこととして、新制度に入らない」というところもある。公立幼稚園の

意向は聞いていない。国も新制度で揺れていて、民主党から自民党政権になって変わ

ってしまったが、当初は、公私ともにすべてが認定こども園になると言っていた。新

制度になれば、小規模であろうと認定こども園であろうと、利用者負担は一律にする

という国の考えを、神戸市も踏襲したいと言っていた。新制度に入らず、そこから外

れるところとの差を、どのように考えるのかについて教えてほしい。 
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●事務局 

・新制度に入らない幼稚園も現状と同じく、行政から私学助成と就園奨励費助成が給付

される。公立幼稚園も新制度に移行するが、保育料は、私立幼稚園のような国からの

公定価格は示されず、今後も提示予定はないと聞いている。保育料は現在、他都市の

状況や現在の保護者の実際の負担額などを含めて検討中である。 

 

○委員意見 

・公立幼稚園も新制度に移行するのであれば、現在、年収 1,000 万円世帯も全員同じ利

用者負担額であるが、それはこの機会に改め、低所得層に手厚くなるよう、所得制限

を設けていただきたい。 

 

◎議長 

 ・新制度は、公立も私立も、すべての子どもが平等になるような方針で定められている。

急には無理だが、公立も私立と同じように、徐々にしていくことが筋ではないか。 

 

●事務局 

 ・公立幼稚園の保育料は私立幼稚園のような所得階層区分、金額も含めて検討中である。 

 

○委員意見 

 ・公私の幼稚園と保育園が新制度に向けてどのようになり、保護者が選択するうえで、

どのように情報を得られるかを説明願う。 

 

●事務局 

 ・公立幼稚園の保育料も入所案内時期までには方向性が出てくる。本日配布している「子

ども・子育て支援新制度通信」の他に、新制度全般についての説明パンフレットを９

月発行に向けて準備中である。９月 10日からの幼稚園の園児募集と、保育の必要な子

どもの 11月からの受付の際に、今後作成する詳細なパンフレットを活用して、細かく

説明したい。具体的なスケジュールは未定だが、引き続き様々な媒体を使っての広報

を行う。 

 

（３）その他  

 ①子ども・子育て支援法施行規則、支給認定等事務要綱について 

○委員意見 

 ・認定こども園では１号子どもの母親が途中から就労して２号に変わる場合、同じ施設

内で１号から２号に変わることができ、２号子どもの母親が途中から仕事を辞めて１

号になるときも、施設を変わらなくて済む。１号から２号は空きがあれば入れる。２
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号から１号に変わる場合、現行の保育所ではいつまでに退所しなければならないとい

う規定はあるか。また、認定こども園になった場合、空きがなければどうなるのか。 

 

●事務局 

 ・既に１号認定、２号認定を受けて利用している在園児が、認定変更になった場合は、

この制度が子どもの最善の利益を尊重するという趣旨であることから、引き続き利用

できることになっている。 現在、保育所を利用している保護者が就労を辞めた場合、

面談を行う。第一義的には、保護者が家庭で保育を行うことになる。 

 

○委員意見 

 ・明石市では、すぐに退所することになっていることと比べると、神戸市は甘いと思う。

認定こども園になった場合、保護者の就労は何か月くらいチェックするのか。 

 

●事務局 

 ・基本的には現行通りの運用として、毎年度状況を確認することを考えている。 

 

○委員意見 

 ・新制度で、保育に欠けていない家庭の障害児が、１号認定であっても健常の子どもと

の関わりを希望すれば幼保連携型認定こども園を利用できることは、よいことと思っ

ている。新制度の設計が始まった 10 年前は、「親の就労等だけに関わらず、子どもの

心身の状況も含めて」という表現で議論されていたが、いつの間にかそれが消えてい

る。神戸市は、他市と比べて幼稚園、認可保育所とも障害児保育を積極的に受け入れ

ているが、９～11頁にはその要素が一切入っていない。障害児保育が今と変わりなく、

不利益にならないよう、さらに充実させる視点で取り組みをお願いする。 

 

○委員意見 

 ・パブリックコメントで市民からの意見と市の回答は、一括してホームページに掲載さ

れるということだが、それをまとめたものを、われわれが見る機会はあるか。 

 

●事務局 

 ・寄せられた意見と、それについての考え方をホームページで公表する。日程的に部会

で報告できるタイミングがあれば報告し、難しければ別途報告とする。 

 

◎議長 

 ・「在園児が途中で認定変更しても、継続して園に在籍できる」という話があったが、そ

の場合には定員枠が増減すると思う。その際に補助金はどうなるか。 
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●事務局 

 ・１号から２号に変更すると、１号の給付単価から２号の給付単価に変わる。定員につ

いては、大幅に変更する場合は、基本的には翌年度に定員変更を検討していただくこ

とになる。１～２人程度の変更であれば、従来の定員の単価が基本になる。基本的に

は年度変わりのタイミングでの変更と考えているが、何十人という単位での変更であ

れば、その施設と個別に調整することになる。 

 

◎議長 

 ・事務局は、パブリックコメントに寄せられた市民からの意見を踏まえ、規則と要綱の

内容を確定して、秋から始まる支給認定や利用調整に備えていただきたい。 

 

②小規模保育事業者の募集について（特に意見なし） 

◎議長 

・小規模保育事業者、及び事業所内保育事業の選定結果については、９月末に、確保方

策のとりまとめと共に、平成 26 年度中に整備予定施設の状況報告として、部会への報

告をお願いする。 

 

③「私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行に関する意向調査（速報値）」につ

いて 

○委員意見 

・幼保連携型と幼稚園型の違いは、保育に関するものがあるかないかだけの違いで、利

用者は金額などは特に意識しなくてもよいか。 

 

●事務局 

・幼保連携型も幼稚園型も、教育だけでなく、保育を必要とする子どもを受け入れるこ

ととなっており、大きな違いはない。幼保連携型は制度的に福祉施設という位置づけ

で、神戸市が認可する。幼稚園型は、福祉施設としての位置づけではない。それに伴

って運営要件については、福祉施設である幼保連携型のほうが若干ハードルが高い。

利用者としては、まったく同じではないものの、利用者負担なども含めてほぼ同等と

考えてもらってよい。 

 

●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、８月下旬の開催を

予定している。詳細は追って連絡する。追加の意見等は、８月１日（金）までに事務
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局宛てに送付をお願いする。 

 

３．閉会 

以上 


