
第８回 神戸市子ども・子育て会議「教育・保育部会」 

第７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９月 29日(月) 10時～12時 10分 

                 場所：神戸市役所４号館（危機管理センター） 

                    １階本部員会議室 

 

◎議長 ○委員 ●事務局 

１．開会 

●事務局 

 

２．議事 

（１）教育・保育の「確保方策」について 

  ①私立保育園並びに私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行調査結果 

  ②平成 27年度教育・保育施設開設予定一覧 

  ③教育・保育の提供体制の確保方策（案）  

○委員意見 

 ・ニーズ調査から出した数値を目標にしてよいか懸念している。新設園や小規模保育施

設を作っても、少子化のさらなる加速や、働く女性が思うほど増えなかった場合は子

どもの取り合いや閉園する可能性が出てくる。駅前や新しい団地の中など利便性のよ

いところに新設する小規模保育施設は、子どもが多く通うようになれば閉鎖できない。

そうすると、既存の幼稚園や保育園で、定員を大幅に下回って経営の苦しい園から閉

園していく可能性がある。新制度では、公私幼保すべてが神戸市の管轄となるため、

しっかり将来を見据えた整備計画が必要である。 

 ・資料３－２で東灘区、灘区、北区（北神）、西区においては、新たに１号認定定員を行

う教育・保育施設がある。母親の体調不良・育休などの補完的な利用であればよいが、

15人といっても定員から考えると多い。 

・利用者負担額は、２号と３号は現在の市の保育園からそれほど変わらないが、１号は

市によってまったく異なる。三田市は現在の手厚い就園奨励の影響により、もっとも

所得が高い人で約 7,000 円減額される。芦屋市は約 10,000 円減額される。芦屋市は、

公立幼稚園が多く、私立幼稚園が４園で、小規模な幼稚園は新制度に入ってこない可

能性があるため、公立幼稚園並に低く金額を設定したと思われる。そうなると東灘区

から芦屋市、北神から三田市に園児が流れる可能性がある。そのような中、さらに保

育園から移行する認定こども園の１号認定子どもの利用定員の上限を 15人ずつとする

ことを懸念している。明石市は平成 28年度から、公立幼稚園を認定こども園化すると
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聞いた。平成 27 年度は、新設の認定こども園が１園あるだけで、私立はどこもない。

平成 27 年度に関しては、明石市が何も示していないため、在園児保護者が１号と２号

の選択すらできない状況である。 

・これだけ混沌とした状況の中、神戸市は２年間前倒しして３年間で待機児童を０にす

るという大きな目標を掲げていることはよいと思うが、消費税増税が正式に決まって

いないため、平成 27～28 年度は質改善前の公定価格しか出てこない。平成 29～30 年

度から認定こども園になる予定の園の数字は、確保方策の数には入っていない。私立

幼稚園は認定こども園になりたいけれど様子を見ている園や、正確な計算ができない

という現状で、平成 27 年度の園児募集や在園児の状況を見て決めたいという園の意思

も、ここに含まれていないことも気になる。 

 

○委員意見 

 ・幼稚園も保育所も１年は様子見するところが多いため、資料３－３の２頁目の「３．

保育需要の増減などへの対応」に、「その都度、教育・保育部会等に諮り、対応を検討

する」となっているように、その都度、柔軟に対応していただきたい。 

・資料３－２で、供給過剰地域については、１号に関して保育所から幼保連携型認定こ

ども園に移行した場合、上限を 15 人までに抑えるというルールがある一方、約 60 か

所の小規模保育を利用している子どもの３歳児以降の受入確保が問題である。幼稚園、

保育所ともに、３～５歳の枠を考え直す時期がほしい。 

 

○委員意見 

 ・私立幼稚園が認定こども園への移行を検討している中で、小規模保育施設の３号が３

歳になり、２号となる子どもを受け入れることはなかなか確約できない。平成 29年～

30年に認定こども園になっても、供給過剰で２号が 10人しか認められなくなり、平均

すると１学年 3.3 人規模になるため２号の受入を行うメリットがなくなることが懸念

される。新設園を作るには１年前から建設が必要で、既に着工しているところは、見

直したからと言って止めることはできず、その都度と言っても実際には難しいと思う

ので、確保方策はよく考えていただきたい。 

 

●事務局 

 ・各年度の整備は、十分な検証を行って精査して実施したい。平成 27年４月１日の利用

定員は、秋移行の確認作業で最終的に決まる。平成 28 年度、平成 29 年度の利用定員

は数値が変わる可能性もあるため、数値を置き直すかどうかも含めて検討する。 

 ・資料３－３の２頁目の「３．保育需要の増減などへの対応」については、大規模マン

ションの建設など、ニーズ調査後の状況の変化を踏まえ柔軟に対応していきたい。小

規模保育は整備の期間も短く、状況を踏まえながら対応できると考えている。 
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 ・小規模保育の卒園後の受け皿については、新制度における家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準案として、条例を市会に示している。保育内容の支援については

保育の質を確保するため経過措置を設けていないが、卒園後の受け皿は５年間の経過

措置を設けているところである。３歳児以降の受け皿が早期に確保できるよう努めて

まいりたい。 

 

○委員意見 

・幼稚園から認定こども園への移行の影響は大きく供給過剰の懸念もある。資料３－１

の数値には表れていない新制度へ移行する幼稚園の数は、いつ頃見えてくるか。 

 

●事務局 

・資料３－１で、私立幼稚園 97 園の中で平成 27年度に移行しなかった 63園のうち、平

成 28 年度に新制度への移行を考えている園が約 40 園ある。７月末までの調査結果だ

が、それ以降調査はしていないため、調査結果の数値をそのまま使っている。 

 

○委員意見 

 ・園の意思はこまめにその都度確認したほうがよい。 

 

○委員意見 

 ・国の方針が見えないため、県や市も一時預かり事業の方針も決まらない。残りの 23園

が今後どうするかは中身によって決まるが、重要なのは施設の損得ではなく、保護者

に対して選択肢が提示できないからである。他の政令指定都市では移行が１割と様子

見しているところが多いため、国が移行しやすい形に施策を変更してくれることを期

待している。新制度では大規模園の収入が約 2,000～4,000万円マイナスになるという

経営面の課題もあり、認定を返上する動きもある。状況を見ながら神戸市は判断して

ほしい。 

 

●事務局 

 ・待機児童には地域差があるため、こまめに供給計画の見直しを行いたい。利用しやす

い方法や子どものことを考えた施設のあり方を考慮して需給調整等したい。 

 

○委員意見 

 ・急速な少子高齢化で労働力人口が減少する中で、女性が働きやすい環境を整えれば少

子化の歯止めになるのではという国の目的があると思うが、大きな目的は分かってい

ても、個別の具体的な問題になると分からなくなる。そこで、神戸市のビジョンが明

確になったほうが、予算も確保しやすい。具体的な数値を見ると、環境が整っても女

3 



性は本当に働くのか、供給過剰になるのではないかと様々な懸念点が出てくる。地域

に新しくマンションや駅ができるなどの住みやすいまちづくりによって、若い世帯の

住む場所が決まる面があり、今は供給が充足していても、全国から人が押し寄せるほ

ど魅力的なまちに生まれ変わる可能性もある。もっと区単位での詳細な事実確認を積

み上げたうえで、今後の方策を立てるのがよいと思う。区単位のヒアリングや平成 28

年度に移行を計画している 40園へのヒアリングなど、草の根的に声を吸い上げて見込

みや予算を立て、その都度調整することも必要だと思う。 

 

●事務局 

 ・現在先取りで行っている小規模保育事業も、各区のニーズを聞きながら整備を進めて

おり、今後もその都度各区の意見を聞きながら進めていきたい。まちづくりの状況に

伴うニーズについては、確保方策の内容に落とし込んでいない。ただ、その都度、マ

ンション開発などの予定があれば、区と調整して現状を把握し、計画を実行する際に

検証していきたい 

 

○委員意見 

・１号定員 200人を、１号定員 150人と、２号と３号の定員 50人にする場合、50人は資

料のどこに入るのか。 

・既存の幼稚園が認定こども園になるところは入っていないのか。新設のみか。 

・資料３－２に「整備を伴う」という文言は入っていない。200人定員の幼稚園が２号と

３号で 60人の枠をとっても、この 10月１日にはとらない。来年度の新規 80人のうち、

２号と３号で 20 人の枠を取る場合、10月１日には 60人しかとらない。 

・平成 27年度の全市で 612 人はどこに入っているのか。 

  

●事務局 

 ・資料３－１には、２号３号の定員の割り振りを載せているが、資料３－２は整備が伴

うもので定員の純増分のみを示している。 

 ・そのような例は、資料３－１の数値に盛り込んでいる。 

・前回は、資料３－１で平成 28 年度、平成 29年度、30年度以降の数値も掲載したが、

今回は平成 27年度をメインに数値を示した。利用定員を総合的にまとめたものが資料

３－１で、資料３－２は整備を伴うもののみを示している。 

・平成 28年４月１日の 385 人、平成 29年４月１日の 380人という数値も、東灘区から

西区までの数値にすべて盛り込まれている。 

・資料３－１の数値は、平成 27 年４月１日に幼稚園から認定こども園に移行する園に、

２号と３号の利用定員を聞いたもので、その数値が 1,065 人である。1,065人と資料３

－２の合計 974人についても、平成 27年４月１日の利用定員に盛り込まれている。 
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・資料３－３⑭の「平成 27年度確保数」の「＋612」は、平成 27年度に確保すべき人数

で、基本的に、平成 27年４月１日の利用定員 24,603人と量の見込みの差を、３で割

ったものである。地域型保育や、２号の３～５歳で 60人規模の保育園などを整備する

ため、前倒しして確保するものがあるため、平成 28年度は＋515人、平成 29年度は＋

444 人と、若干数値が異なっている。資料３－１の合計 1,065人は、資料３－３⑭の平

成 27年４月１日の利用定員の中にすべて含まれている。その内訳が、平成 27年４月

１日の利用定員の「幼稚園から認定こども園への移行」の 805人、242人、18人であ

る。 

 

○委員意見 

・資料３－３⑭の平成 27年４月１日の利用定員の 13,684 人は何か。 

 

●事務局 

・現在の 125 の保育園の利用定員と、幼保連携型認定こども園の２号、３号の利用定員

が含まれている。 

・資料３－３⑭の平成 27年４月１日の利用定員の 13,684 人、7,035人、1,742人の合計

が、現在ある保育園の定員と資料３－２の 974人を合計したものである。 

・利用定員には、新設を含めたすべての保育園、認定こども園、公立保育園、既存の小

規模保育事業、平成 26年度に整備する小規模保育事業、事業所内保育事業等が含まれ

る。 

 

○委員意見 

・資料３－３⑭の地域型保育事業の 814人と 263人の合計 1,077人は何か。 

・事業所内保育事業の 83はどこにあるのか。 

・現在の確保数と、平成 27年度の確保数が分かるようにしてほしい。 

 

●事務局 

・1,077 人は、既存の小規模保育事業の利用定員と新設 356等を合計したものである。 

・事業所内保育事業も地域型保育事業の中に含めている。 

・利用定員の詳細が分かるよう提示する。 

 

◎議長 

 ・国の方針が出ていないため未知数も多いが、今後きめ細かく見直しをするという前提

で、この時点での一応のまとめをしたいがどうか。（異議なし） 

 

（２）教育・保育の一体的な提供及び推進体制の確保について（案） 
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○委員意見 

 ・大学の先生や保育園の現場によると、保育士や幼稚園教諭確保は、保護者との関係が

うまくいかずに辞める人が多いと聞く。保育園は生活に密着していて保護者との連携

が必要だが、保護者が手放しで預けることができる環境になっている。保育士や幼稚

園教諭の教育も必要だが、保護者に「自分も子どもを育てている」という感覚を養う

親教育も必要である。昔は、最初は親として素人でも、保育士と関わることで親とし

て成長できた。親教育も盛り込めれば、箱モノだけでなく中身も充実してくると思う。 

 

○委員意見 

 ・説明会で２号認定予定の保護者から、「就労のため平日の参観日には参加できない」な

どの質問も受ける。「仕事を辞めてもそこに残れるのか。仕事に復帰したら１号から２

号にできるか」という質問もあり、それができるのが新制度のよいところだと説明し

ている。保育園も土曜に講演会を開催したり、参加できなかった保護者にプリントを

配布するなど、努力しているが、保護者が自分のライフスタイルを考えながら子育て

を行うことを支援するという、確保方策の意味の理解も進めていければと思う。 

 ・資料４の幼稚園教諭や保育士について、「確保の支援等に努める」は具体的には何か。 

 

●事務局 

 ・現時点で確定したものはないが、幼稚園教諭や保育士の職場環境をよりよいものにす

ることである。公定価格の中に処遇改善加算も盛り込まれているが、幼稚園教諭や保

育士の魅力が再認識できるような研修の充実なども考えていきたい。 

 

○委員意見 

 ・保育園、幼稚園は、養成校などに新卒の募集を何度かけても人材が集まらない。利用

定員を設けても、人材がいなければクラスを確保できない。認定こども園になると幼

稚園教諭はシフト制になるのかどうか不安をもっている。発達障害など様々な問題を

抱えている子どもが増えているため、１人の先生があまり多くの子どもを見ることが

できない。１人の先生が受け持つ子どもは３歳児なら 15人と言われているが、神戸市

でも、先生に負担がかかり過ぎないように考えていただきたい。 

 ・先日長田区で事件があり、地域の防犯や心のケアなどが必要だと思うが、長田区の幼

稚園には何の対応もないと聞く。資料４の最後の段に「連携に努める」とあるよう、

公私、幼保、小中学校含めた地域のすべての教育・保育施設に、市の縦割りではなく

すべてが関わって神戸市の子どもが安全に過ごせるようにできればと願う。 

 

○委員意見 

 ・新制度になって、政令市には、保育の運営費の４分の１を県が負担してくれる。予算
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の取り合いにならないよう充実していただきたい。 

・「２．神戸市の考え方」の２行目の、「……施設であることを踏まえ」の後に、「認定こ

ども園の普及を図るものとし、」と言葉を追加して、姿勢を明確にしたほうがよい。 

 

○委員意見 

 ・保護者の責任に関して言えば、企業側にも従業員教育や実質的なワークライフバラン

スの推進が必要である。資料４に書かれていることは素晴らしいが、実現性や責任の

所在を考えると、縦割り行政が不安材料として残る。親教育も、現実的には市が市民

に対して教育はできず、教育者が行うほうが大切である。ワークライフバランス推進

や、こうべ男女いきいき事業所の表彰など男女共同参画課が行っているものがあるな

ら、その評価基準の中に「子どもの参観日に行くことができているか」という指標を

入れるなど、部署毎の具体的なものが連動していなければ、実効性に欠けるものにな

る。神戸市は素晴らしい施策で進んでいる。本会議では、現在行っていることが補足

的にでも説明すれば安心材料になるため、そのような説明をお願いする。 

 

○委員意見 

・64時間就労で２号認定を受けることができても、１号認定で預かり保育を利用したい

という保護者もある。理由は、「子どもの教育を第一に考えているため、いつでも仕事

を辞めることができるようにしたい」ということだった。保護者にとって預かり保育

は大きな子育て支援の一つになっているため、預かり保育についても文言を入れてほ

しい。各園には、県の補助金か新制度による一時預かりの補助金が選択できることを

伝えているが、県の方が手厚いのではと思っているようである。 

 

○委員意見 

 ・資料４の「２．神戸市の考え方」の２段目にある「質の高い」は、神戸市の中で人格

形成の基礎を培う時期として保育事業が担う役割が大きいことを踏まえ、具体的に質

の高さをどこに重点を置くかを示したほうが分かりやすい。 

 

◎議長 

 ・親教育は大事である。以前は大学のカリキュラムの中に両親教育があったが、今は障

害児、福祉などの新しい科目が増えてきたためなくなっている。若い先生は親を説得

する能力が備わっていないため、主任クラスや園長の対応が必要である。今の保護者

は権利主張が多いため、それに対応するだけの力をつけることが、質の高い保育を実

現することにもつながる。そのため、研修の充実や、園長や主任クラスの人も外部の

研修を受けて若い先生を教育することが必要である。 
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○委員意見 

・資料４の「２．神戸市の考え方」の２段目は「……子ども・子育て支援事業が提供さ

れるよう」までは、素晴らしいことが書かれている。そのための施策は「幼稚園教諭

と保育士の合同研修等に対して支援を行う」だけでなく、もっと様々な施策を行って

いただきたい。「……子ども・子育て支援事業が提供します」と一旦文章を切り、その

ための施策として、研修や処遇改善、環境整備などの要素を入れていただきたい。 

 

○委員意見 

 ・資料を見ていると、保育が中心で、子ども・子育てという割には、小学生なども含め

た子ども全体のことが書かれていないように感じた。 

 ・先日の長田区の事件を受け、小学校から「事件が解決するまで下校時間には玄関の外

に出て迎えに来てください」というメール連絡があったが、いつも学校の行事に参加

する保護者が出て来てついて回り、そのフォローとして、運動会前で忙しい先生が最

後まで連れて帰っていた。幼稚園の頃から、保護者の参加が習慣付いていれば、子ど

もを守るためには迎えに出なければならないと思うが、預けるのが当たり前になって

いると、地域で保護者の力が必要な時にも、学校がするものだと思ってしまう。言葉

だけでも「親教育」、「地域の協力」などを入れていただきたい。 

 

（３）その他 

●事務局 

「子ども・子育て支援新制度通信」、「平成 27 年度 保育利用のご案内」、「平成 27 年度 

１号認定のご案内」、「施設一覧」に基づき、事務局より説明。（省略） 

 

○委員意見 

 ・要望して９月７日と９月 19 日付の新聞記事を資料として付けてもらった。国が方針を

示していない中、神戸市の政策は進んでおり、方針を示して広報活動も行っているこ

とは評価できると実感している。全国的に見ても、委員が熱心に取り組み、傍聴に参

加下さる人がいることで一体となって進んでいることを感じたため、会議の客観的評

価を受け留める意味でも新聞記事を皆で共有したい。 

 

●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）として開催する。詳細は追

ってご連絡する。追加のご意見等は、お手元の用紙に記入のうえ、10 月 6 日（月）ま

でに事務局宛てに提出をお願いする。 
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３．閉会 

以上 

9 


