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第２回 神戸市子ども・子育て会議「教育・保育部会」 

第１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３月 27日(木) 18 時～20 時 

                    場所：三宮研修センター10階 1005 号室  

 

◎部会長 ○委員 ●事務局 

 

１．開会 

 

２.議事 

（１）「保育所等認可部会」部会長選出 

・部会長に島田委員を選任。 

 

（２）「教育・保育」に関する基本的な考え方について（説明） 

＜論点１＞ 

○委員意見 

・論点２の０歳児の補正で若干数値は変わるが、区域ごとの数値は違和感がない。 

・国は既存施設が認定こども園に移行することを進めているため、供給過剰を理由に既存施設

の認定こども園への移行が認可されないことはないと理解してもよいか。 

・教育・保育提供区域を 11 区域にすることは賛成である。 

・現在、勤務地の区で園を選ぶなど区をまたいだ選択ができるが、認定こども園でも可能か。 

 

●事務局 

・長田区、須磨区など供給過剰が見込める地域に▲を付けているが、新制度においては供給過

剰である場合に施設の削減を求められているわけではない。 

・供給過剰の場合、施設の認可申請を「認可しないことができる」となっており、当然認可す

ることも可能である。逆に言えば需要に対応できていない区域では認可しなければならない。 

・児童の入所調整と施設の需給調整という２つの視点がある。保育が必要な子どもの入所調整

は、可能な限り柔軟に対応したい。幼稚園は直接園との契約のため、現在と変わらない。 

・施設の需給調整で「供給過剰の場合は、新たな施設の認可申請を認可しないことができる」

というのは、保育所と地域型保育に関することで、幼稚園ではそのような法改正はされてい

ない。 

 

◎部会長 

・論点１は、資料４の通り、教育・保育提供区域を 11区域とすることでよいか。（異議なし） 

・需要は、基本的にはニーズ調査の結果を尊重することでよいか。（異議なし） 
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＜論点１＞ 

○委員意見 

・案３がよい。複雑な視点ではなく、ニーズ調査の結果から取るのが分かりやすい。 

・ニーズ調査の結果を尊重するなら案３がよい。ただし、3,229 人という数値は、現在の実績

である 1,000 人強に対して多い。育児休業取得などによってワークライフバランスを整えな

ければ厳しい。 

・案３は、本人の利用意向による見込みのため予測値として近いものになる。案１も１年以上

育児休業を取得する人の割合という現実的なデータを元にしている。数値の違いが小さいた

め、案１と案３に基づいた見込みにすればよい。 

 

◎部会長 

・案３の方向で、０歳児の需要はニーズ調査から補正する部分もあるため、計画を推進する中

で、適宜検証を行いながら補正することでよいか。（異議なし） 

 

＜論点５＞ 

○委員意見 

・幼稚園から認定こども園に移行する場合、現在１号が定員いっぱいの幼稚園は１号を減らし

て対応するしかない。認定こども園に移行した場合でも１号が圧倒的に多く、２号、３号が

少ないことが予想される。案１、案２のように数が決まると厳しい。２号の３～５歳を３学

年で 20 人未満にすると１学年、１学級の人数が少なすぎる。案１の 10％も、既存施設の定

員は様々である。幅をもたせるなら案３だが、対応困難な幼稚園が出てくることを懸念する。

幼稚園で、在園している２号子どもの数を調査しなければならないと思っている。 

・保育所としては、資料の３の２頁の「ただし、２・３号子どもについては～」というただし

書きを加えるという条件で、案３がよい。 

・幼稚園の立場として、６人は少ない。年齢が様々な場合には、どのように保育を行うのか。 

 

●事務局 

・新制度では幼保連携型認定こども園のクラス編成は、こどもの認定区分別にするのではなく、

１号、２号を合わせてクラス編成を行うこととしている（ので、6 人だけのクラスができる

というようなことはない。）時間帯でクラスの人数が変わるため、運用の工夫が必要である。 

 

◎部会長 

・多少課題は残るが、案３がよいというのが大方の意見ということでよいか。（異議なし） 

 

＜論点３、４＞ 

○委員意見 

・神戸市の家庭的保育事業と居宅訪問型事業の実態はどうか。 
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●事務局 

・国の家庭的保育事業に類する、市独自の赤ちゃんホーム事業を行っている。認可保育所が生

後６か月過ぎからのため、産休明け保育への対応として、市で指定する人が自宅で、定員を

３人として子どもを預かる制度である。 

・赤ちゃんホームは、現在市内に 34 か所ある。赤ちゃんホームの受託者は、原則、保育士、保

健師、看護師であるが、以前は資格保持者でない人も指定していたため、34 人中６人は無資

格者である。 

・居宅訪問型保育事業、いわゆるベビーシッターは、保育者が居宅に赴いて保育を行うもので

ある。児童福祉法上の位置づけがないため、市として指定や認可を行っておらず規制の対象

ではない。必要な資格も定められていない。国もベビーシッターの現状を把握できていない。

先日の関東での事件を受け、国が現状把握の調査に取り掛かっている。全国組織の事業者団

体があるが、加盟せずに事業を行っているところもあり、全国的な調査が必要である。全国

保育サービス協会に加盟している神戸市の事業者は５社である。 

 

○委員意見 

・資料７の３頁の「２」の「相応の研修」とは、何か。 

・現場に出た後の研修についてはどうか。 

 

●事務局 

・現行の研修制度には基礎研修と認定研修がある。保育士は基礎研修、保育士以外の人は基礎

研修と認定研修を受けることが必要である。 

・基礎研修は講義等が 21時間、実習が２日間以上である。看護師と幼稚園教諭の免許所持者は

講義 40 時間、保育実習 48 時間の認定研修を、保育経験のない人や保育経験１年未満の人は

講義 40 時間、保育実習 48 時間に加え、20 日間の保育実習を受ける。 

・今後、国の方針では、さらなる専門性の向上を図ったり、現状の研修を踏まえた検討を行う

方針である。 

・赤ちゃんホームについては、毎月１回研修日を設定している。栄養指導や保健師の指導、小

児救急の研修のほか情報交換を行っている。 

 

○委員意見 

・居宅訪問型保育事業が始まれば、０歳児の預け先として利用する母親も出てくる。市がすべ

て運営する必要はないが、放っておくのは疑問である。母親が、子どもの預け先として十分

な対応ができている施設かどうかを理解した上で選んでいるのかという問題もある。きちん

と対応している会社を評価し、危険な会社を利用する際の自己責任についての啓蒙を行うた

めにも、すぐに行政指導まではできないにしても、市民に対する情報提供は行うべきである。 

 

●事務局 
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・居宅訪問型保育事業は、現在は情報を把握しきれていない。４月以降に、確保方策の中で居

宅訪問型保育事業を確保方策としてどう扱うかについて議論したい。 

・ベビーシッターは利用者の居宅で行うもので、先日の事件は認可外保育施設の事件である。 

・認可外保育施設については、届出等に基づいて情報を把握している。毎年提出を求めている

運営状況報告書や立ち入り調査で実態把握に努めている。 

・居宅訪問型保育事業は、なかなか情報が把握できないが、厚生労働省は先日の事件を踏まえ、

利用者に、ベビーシッターを利用する際の留意点を文書として提供している。市としてもこ

れを受けて、ホームページなどを通して広報、周知を行っている。 

 

○委員意見 

・母親がベビーシッターについて不安に思った場合、どこに相談すればよいか。相談しても、

「行政指導をしていないので分からない」では相談を受け付けたことにはならない。 

 

●事務局 

・ベビーシッターについては、各区役所のこども家庭支援課で相談できる。 

・ベビーシッターについては法的な規制や要件がないため情報が少ない。新制度の中で、居宅

訪問型保育事業も市の認可事業の一つになるため、市が認可したところは安心して利用でき

るようになる。今後は利用者が選択するうえで必要な情報提供を行い、相談にも応じていく。 

 

○委員意見 

・新制度で税金を投入して枠を設けても、制度の狭間をかいくぐるサービスは出てくる。無認

可の保育所には厳しい監査がある。居宅訪問型保育事業にも届出や検査を実施してほしい。

報酬が発生するにも関わらず、５人以下は届出義務がないということ自体がおかしい。 

・保護者への教育、啓発も必要である。生まれた瞬間から子どもにも人権が発生することをう

ったえなければ、同様の事件が発生しかねない。 

・認定こども園が増えると、保育士不足から准保育士などで対応するようになることを懸念す

る。東京では可能でも、全国に求めるのは疑問である。神戸市としては有資格者にしてほし

い。長年実践で携わっていても無資格者には保育士資格取得を勧めてほしい。家庭的保育事

業でも、保育士、看護師の資格は求めてほしい。 

・保育所は７時半から 17時半だが、それ以上の延長については申請を行っている。新制度を進

めるにあたっては、そのような特例を申し出るようなシステムもあればよい。 

・利用者の視点、特に子どもを主軸に置くことが重要である。情報把握も十分でない中では、

居宅訪問型保育事業は待機児童解消の確保方策から外し、安全の確認、確保を優先すべきで

ある。家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業にも、保育士や看護師資格

保持者が配置されるべきである。 

・家庭的保育事業は箱モノがあるので、どのようなところで保育を行っているかが分かるが、

ベビーシッターは利用者宅にて保育を行うため、保育従事者の背景が分かりにくい。保育所

などからの派遣なら把握しやすいが、個人事業者は認可の基準などを厳しくするなどの対応
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をしてはどうか。 

 

●事務局 

・「居宅訪問型保育事業＝ベビーシッター」というとらえ方をされているため、補足説明する。

居宅訪問型保育事業は、保育を必要とする時間帯に家庭に赴いて保育を行う、１日 11 時間、

週６日訪問するという事業である。要件として、資料７の３頁にあるように、「特に低年齢時

には個人差が大きい障害児や小児慢性疾患に罹患している乳幼児のうち、個別のケアが必要

と考えられる場合への対応」などがあることをご理解いただきたい。 

・居宅訪問型保育事業を含めた地域型保育事業の事業者は、法人格だけでなく、個人でも資格

を有すれば認可を受けることができる。国は、社会福祉法人、学校法人以外の事業者には、

経済的基礎、社会的信望、社会福祉事業の経験に関する要件を満たすことも求めており、欠

格事由に該当する場合を除く、あるいは供給過剰を除くとしている。これらを踏まえて、市

町村が条例を制定し、認可を行うこととなっている。 

 

○委員意見 

・赤ちゃんホームに携わっている無資格者への研修のような、制度の枠外への対応は市町村の

負担が増える。長年実施している施設が国の制度の枠外になるのは問題である。特例のよう

な形で、国の制度内で継続して行えるよう、考慮すべきではないか。 

 

○委員意見 

・論点３について、待機児童解消のため、既存の幼稚園ができるだけ幼保連携型認定こども園

に移行してもらえるとありがたい。新規施設が急激に増えることは、利用者としては若干の

不安をもつ。３～５歳児は認定こども園と保育所の新規整備で対応し、それらの施設に付随

する枠で０～２歳児も対応を行う、それでも不足する０～２歳児は地域型保育事業で対応し

てほしい。 

・論点４―２で、「家庭的保育事業＝赤ちゃんホーム」ということだが、今後もその方針なのか。 

 

●事務局 

・家庭的保育事業は赤ちゃんホームや認可外施設からの移行もあるが、新規整備も考えている。

どの事業を優先するかなどをこのような場で意見を伺いながら計画を作っていくことになる。 

 

○委員意見 

・認可外保育での立ち入り調査の結果などの情報は保護者に開示されているのか。産休明けの

時、自分の経験として、安心して利用できる施設を決める時、何を基準に選べばよいか分か

らなかった。母親が安心して施設を選択できるための情報をもっと提供してほしい。 

 

●事務局 

・昨年８月から中央区、垂水区に、今年３月から北須磨支所、北神出張所も含め、各区に１人
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ずつ、11 人の保育サービスコーディネーターを配置している。幼稚園や認可外保育施設も訪

問して情報を得ており、それらをもとに保育所入所希望者への相談に対応している。さらに

具体的な情報は、相談者自身で確認してもらうようお願いしている。 

 

○委員意見 

・論点３については、資料６の２頁にある教育・保育施設を主に考えてほしい。 

・論点４－１の「地域型保育事業の４類型の実施のあり方」については、子どもが長時間過ご

す環境として、自宅と変わらない雰囲気で過ごせる家庭的保育事業も魅力かもしれないが、

衛生面やアレルギー対応などを考えると、安心、安全で遊び場所も確保されている小規模保

育事業を中心に考え、もっともレベルの高いＡ型を中心にするのがよい。 

・今の時代の母親はスマートフォンなどを使って自分で検索して探す。幼稚園ではホームペー

ジで預かり保育などをアピールしている。神戸市のホームページに、認可外施設も掲載され

ているが、各施設のホームページなどの情報まではない。情報提供はもっと充実してほしい。

今後保育サービスコーディネーターの存在は大きくなる。しっかりと保護者の相談に応じて

導いてほしい。 

・先日のベビーシッターの事件の際に、「親が働いて子どもの面倒をみることができないときは、

国が面倒をみるべきだ」という意見がテレビで流されていたが、すべて福祉でできるのか、

本当にそれでよいのかなど、改めて様々なことを考えさせられた。 

 

●事務局 

・保育サービスコーディネーターが、相談者一人一人に丁寧に説明を行っていく。小規模保育

事業については、神戸市のホームページで利用案内を掲載しており、各小規模保育施設のホ

ームページに外部リンクをつけて入れるようになっている。認可外保育施設については、神

戸市のホームページで、神戸市の立ち入り調査の結果の内容を含めて情報開示している。 

 

○委員意見 

・論点４－１は、保育士、看護師を配置するという条件で、小規模保育事業のＡ型と事業所内

保育事業を進めていくのがよい。    

・今回の制度で、事業所内保育事業に公的資金を投じて、行政の管理監督のもとに置いて質を

担保することはよいことだと思う。保護者にとっては、職場に近い場所で、質が担保された

施設で預かってもらえるのはありがたい。新規施設については、土地取得の問題もあり、な

かなか理想通りには進まないと思う。 

・家庭的保育事業は、補完的な位置づけでよい。居宅訪問型保育事業は、現時点では確保方策

として位置付けるのではなく、安全性の確認、確保が先決だと思う。 

・資料７の事例③にある５年間の猶予の意味が分からない。なぜこのようなしくみにしたのか。 

・連携施設を求めるのは、すべての地域型保育事業についてか。 

 

●事務局 
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・国の子ども・子育て会議の説明では、ただし書きで、「離島、へき地などで、他に教育・保育

施設が存在しないなど連携施設の設定が著しく困難であると市町村が判断する場合において

は、特例措置を設ける」とあり、また「当面は連携施設の確保設定が困難であって、さらな

る環境整備が必要と市町村が判断した場合に、第１期の市町村の事業計画の終期である平成

31年度末までの間、連携施設の設定を求めないことができる」ということも設けられている。

経過措置の適用については、「市町村がバックアップ体制の整備を行う、保育士等による巡回

支援を行うなど、連携施設による保育内容の支援を普及させることに資する措置を行う」と

いう説明があった。このことから、全国の市町村の中では、当面は、確保設定が困難な市町

村も存在するということを踏まえて経過措置が求められていると考えている。 

・資料７の５頁の、各地域型保育事業の表の「その他」にあるように、小規模保育と家庭的保

育には連携施設の設定が必要である。事業所内保育は、利用定員に応じて保育所または小規

模保育事業に準じる。19人以下であれば小規模保育と同じになるため、連携施設の設定が必

要である。居宅訪問型には連携施設の設定は一律には求めないこととなっている。 

 

○委員意見 

・連携施設は、子どもの安全面でも卒園後の受け皿としても必要で、民間施設だけでは困難で

あれば公立に協力を願って作ることが必要である。５年間の猶予は必要ないと思う。 

 

●事務局 

・小規模保育事業は、平成 27 年４月からではなく新制度の先取りで、平成 25 年度の整備で約

500 人分の枠を作り、平成 26年４月から定員約 600 人分で開始することとなっている。保育

内容の支援は、質の確保の観点から、できるだけ早期に連携施設を設けることとしている。

卒園後の受け皿については、新しい制度で５年間の経過措置ということだが、国の動向も見

ながら検討することとしており、平成 26 年４月から連携施設を定めることとはしていないが、

できるだけ早期に設定できるよう進めている。 

 

○委員意見 

・資料７の２頁の「神戸市の状況」に、平成 25年４月の「３歳未満の子どもの保育サービス定

員」があるが、平成 26年度の整備で、どのくらいの枠が増えるか教えてほしい。 

 

●事務局 

・保育枠の拡大は、平成 26 年度で 1,400 人を考えているが、現時点では年令別の内訳はない。

平成 25 年度は 1,200 人である。 

 

◎部会長 

・論点３は方向性が見えてきた。地域型保育事業は小規模保育のＡ型に中心を置き、事業所内

保育の活用も考えるという意見が出ていた。地域型保育事業は今後、検討を深めるのがよい

と思う。 
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●事務局 

・次回も「教育・保育部会」と「保育所等認可部会」の合同会議として、４月 14 日（月）に開

催する。合同会議終了後に、第４回神戸市子ども・子育て会議の親会を開催する。 

・追加のご意見等は、４月２日（水）までに事務局宛てに提出願いたい。 

 

５.閉会 

以上 


