
平成２５年度 第３回小田原市子ども・子育て会議概要 
 

１ 日 時 平成２６年１月３１日（金） 午後 ２時 

２ 会 場 小田原市生涯学習センターけやき 大会議室 

３ 出席者  

委 員 宮川委員（会長）、松原委員（副会長）、遠藤委員、小関委員、小宮委員、柏木委員、

加茂委員、川向委員、川本委員、坂本委員、佐藤委員、島田委員、古川委員、松本

委員、武藤委員 

（欠席 児島委員、髙橋委員） 

市職員 飯田子育て政策課長、大井保育課保育係長、尾沢青少年課副課長、吉田教育指導課

副課長 

事務局 篠原子ども青少年部副部長、佐次子育て支援新制度準備担当課長、深井子育て支援

新制度準備係長 

４ 配布資料 

・ 次第 

・ 資料１－１ 子ども・子育て支援新制度ニーズ調査結果（単純集計・抜粋） 

未就学児調査 

・ 資料１－２ 子ども・子育て支援新制度ニーズ調査結果（単純集計・抜粋） 

小学生調査 

・ 参考資料１ 小田原市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査 

（未就学児調査）単純集計表 

・ 参考資料２ 小田原市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査 

（小学生調査）単純集計表 

・ 市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出について 

・ 本格施行までの自治体における作業スケジュールイメージ 

５ 傍聴者 なし 

６ 会議内容 

（１）ニーズ調査の単純集計結果報告 

深井子育て支援新制度準備係長が資料１－１により、未就学児調査の結果について説明を

行った。 

【質疑・意見交換】 

加茂委員  調査結果の全国平均がいつか出てくると思うが、それと照らし合わせ

ながらみないと、分かりにくいので準備できたらいただきたい。 

佐次担当課長  全国的に調査を行っており、年度内を目指して量の見込みを報告する

形になっている。しかし、国で集まったデータをどのように公開する

かはまだ見えていない。県でも集計を行っていないので、比べるため

の指標が出てくるスケジュールはわからない。 

加茂委員  今ある資料で、顕著に傾向が現れているようなところを指摘していく
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ような形で進めるのか。 

佐次担当課長  今回の調査の大きな目的は、事業計画づくりの中で、教育・保育など

何がどれくらい足らないのかの基礎資料の作成である。傾向分析とは

違う形でのデータの活用になる。 

宮川会長  全国レベルのものと比較しての検討は、国からのデータの提供がない

とスケジュールに入れられないということか。 

佐次担当課長  事業計画を作る中で、小田原市ではこういった傾向があるというよう

な形で、文章的な部分で活用することは考えられるが、全国レベルの

ものとの比較は、今回の計画の目的とは少し違う。 

 

武藤委員  現在利用している教育・保育事業を聞く設問では、「保育所」との回答

が多いが、これは実際の幼稚園と保育所の定員が違うからであって、

今後の利用希望を聞く設問の回答では、幼稚園と保育所がほぼ同じに

なっており、子育て世帯が、幼児教育に重点を置いている傾向を感じ

る。小田原市として、養育だけではなく、幼児教育を考えていかなけ

ればならないと思うので、考慮していただきたい。 

佐次担当課長  現在利用している教育・保育事業を聞く設問の結果については、あく

まで調査の回答の集計結果であり、実際の利用状況とは異なっている

ことは承知している。 

今後の利用希望を聞く設問では、0 歳のお子さんがいらっしゃる方の幼

稚園利用希望の回答もあるが、これは将来的な利用希望も含めたもの

である。単純に集計すると、幼稚園利用希望者が保育所利用希望者を

上回っているが、あくまで現時点での利用希望ということで捉えてい

ただきたい。 

加茂委員  他の設問と回答でこう答えている方が、幼稚園を希望している、保育

所を希望しているなど、クロス集計することで見えてくるのではない

か。 

佐次担当課長  最終的な量の見込みについては、国からこの設問とこの設問の数字で

見込みなさいなど、かなり細かく指示されている。国からの「量の見

込みの手引き」が示されたところであり、これから、クロス集計など

細かい集計を行って行くところである。 

 

武藤委員  子育て支援センターと地域子育てひろばに関する設問で、「利用してい

ない」が 63％で、「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思

わない」が 50％だが、これはどういった理由が考えられるか。 

佐次担当課長  子育て支援センターは 0 歳から 2 歳くらいの小さなお子様が使われる

施設ということで、年齢別に見ると、5 歳では「新たに利用したり、利

用日数を増やしたいとは思わない」という方が 66.3％だが、0 歳では
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「利用していないが、今後利用したい」が 39.5％、「すでに利用してい

るが今後利用日数を増やしたい」が 29.1％、１歳でも「利用していな

いが、今後利用したい」が 25.6％、「すでに利用しているが今後利用日

数を増やしたい」が 27.0％と、利用に対して前向きな人が一定数いる

傾向を示している。年齢によって、違う傾向があるが、さらに利用し

たいと考えている人がいると感じている。 

武藤委員  半数以上が「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」

と答えているということを、小田原市として考えるべきだと思う。 

宮川会長  「日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか」との設問の

回答を見ると、親族、知人にみてもうことができるという人が多く、

小田原市は、そのような人たちの力を借りて子育てをしている人が多

い地域だと思う。そのような中で、「新たに利用したり、利用日数を増

やしたいとは思わない」が半数以上いるからといって、子育て支援セ

ンターが機能していないというのは違うのではないか。 

お子さんをみてもらえる人がいないと回答している人が 12.6％あり、

また、気軽に相談できる人や場所がないと答えた人のうち、「相談する

ことに抵抗感がある」、「相談できる人や施設がわからない」という人

が 6 割以上いる。こういった人たちに対して、子育て支援センター等

を周知していく中で、相談する人ができたり、自分で子育てが楽しい

と思える場所に行こうという人が増えるのが良いのでないかと思う。

川本委員  子育て支援センターを運営しているが、0～2 歳の子が遊びに来たり、

お母さんたちが悩みを打ち明けられる場所として、地域の子育て支援

に大切な場所だと思っている。 

また、設問の「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わな

い」という表現は少し良くなかったのではないかと思っている。3～5

歳の子は、幼稚園に行くなどで利用できない状況があり、それが結果

に現れてしまったのではないか。 

柏木委員  自分の子どもが、0～2 歳のころはよく午前中に子育て支援センターを

利用したが、幼稚園に入ると、あまり利用しなくなった。また、子ど

もが小さいころ、話す相手もいなかった時にスタッフの方にもとても

良くしてもらった。 

調査結果の数字はそのようにでているが、利用したくないわけではな

く、年齢と共に利用の必要がなくなった、現状を維持したいという方

もいるのではないか。 

川向委員  主任児童委員として、地域子育てひろばの運営に携わっている。利用

していない人が多い理由には、周知不足があるのではと感じている。

こんにちは赤ちゃん事業で訪問する際に、主任児童委員の名前を伝え

ていただいているが、あわせて地域子育てひろばについても、周知を
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お願いしたい。 

「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」の回答が

多かったことについては、現状に満足している人が多いということで

はないか。 

地域子育て支援センターや、地域子育てひろばを、お子さんが小さい

うちから利用することで、顔見知りになり、困ったときに相談したり

助け合ったりする輪が広がっていくという重要な場所だと思ってい

る。 

加茂委員  気軽に相談できる人や場所がないと答えている人が 216 人いる。理由

として、特に近所に知り合いがいないという方が 103 人いる。民生委

員児童委員協議会に生まれたお子さんの情報を提供するなどして、早

急に解決できないか。 

佐次担当課長  こんにちは赤ちゃん事業で訪問した際に、虐待の恐れがあることが発

見された場合など、対応の必要がある場合には、相談体制の中で、情

報提供を行っている。 

「心配な家庭」の情報の取り扱いついては、個人情報の関係で難しい

部分がある。虐待の早期発見の観点から、市や児童相談所でも対策を

考えているが、個人情報の問題や「どこからが虐待なのか」という定

義の問題から、対応を模索しているのが現状である。 

 

加茂委員  調査結果をみると、認定こども園を希望されている方の数が、現状利

用されている方の数と比べてかなり多くなっている。現在、幼稚園や

保育所に認定こども園化の働きかけをしているのか、また、今後働き

かけをしていく考えがあるか。 

佐次担当課長  国の制度の中では、認定こども園、特に幼保連携型の認定こども園が

造りやすいような制度設計になっている。 

教育・保育のニーズに対して何がどう足らないのかについては、まず

現状の幼稚園、保育所の中でどうなのか、というところでみていくこ

とになる。認定こども園については、現状、市としての方向性はでき

ていないが、今後認定こども園化していきたいという施設があるのか

や、ニーズ調査の最終的な結果から考えていくことになると思う。 

佐藤委員  認定こども園に対する考え方について、幼稚園と保育所の代表の方が、

参加しているので、それぞれの考え方をお聞きしたい。 

松原副会長  認定こども園を希望されている方が相当数いるが、認定こども園とい

うものをどのように捉えているのか、疑問がある。保育所は現在でも

認定こども園と同様の機能を果たしている。認定こども園では、保育

士、幼稚園教諭の両方の資格が必要になるという部分はあるが、現在

の保育所の保育・教育の内容は認定こども園と同じだと考えている。
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保育所として注視しているのは、幼稚園が認定こども園や新制度の給

付の対象になるのかということである。そのあたりを制度面から少し

説明してもらいたい。 

深井係長  現状の認定こども園の制度では、幼稚園と保育所のそれぞれの認可を

持つ「幼保連携型」、保育所の認可を持つ施設が幼稚園的な機能を合わ

せ持つ「保育所型」、幼稚園の認可を持つ施設が保育所的な機能を合わ

せ持つ「幼稚園型」、幼稚園、保育所どちらの認可もない場合の「地方

裁量型」の四つの類型がある。 

新制度では、「幼保連携型」の認定こども園について、幼保連携型認定

こども園としての単一の認可となるため、今までより、幼保連携型認

定こども園になりやすいという制度設計になっている。 

給付の対象になるのかという点では、幼稚園は新制度による給付の対

象になるか、今までどおりの私学助成を受けるのかを選択可能になっ

ている。 

松原副会長  保育所としては、認定こども園への移行は比較的容易であると考えて

いるが、今のところ市内の保育所で認定こども園に移行するという機

運が高まっているわけではない。幼稚園が認定こども園に移行すると、

保育の受け入れ枠が広がるので、そのあたりを注視している。 

武藤委員  国としては、幼保連携型の認定こども園の設置を促進する流れになっ

ている。待機児童対策で、余裕のある幼稚園に保育機能を持たせると

いうことだと思うが、9 時から 2 時までは教育を行って、その前後は

保育するというのは理想だが、実際には難しい。 

また、幼稚園には、私学の建学の精神に基づいた教育の仕方というも

のがあるが、給付の対象になる場合は、応諾義務があり、申込があれ

ば受け入れる必要がある。そうした場合、良い教育ができるのか、と

いうところで躊躇している。 

認定こども園、保育所、小規模保育施設などを、どうしていくのか、

まだわからない状況の中で、今後幼稚園をどうしていくか迷っている

というのが、現状である。 

建学の精神に基づいた幼児教育をしていくためには、今までどおりの

ほうがよいのかとも思うが、認定こども園にならないと給付の対象に

ならないのか。 

佐次担当課長  認定こども園にならずに幼稚園のままでも、給付の対象になることも

選択可能である。しかし、その場合も、応諾義務は課される。 

小関委員  公立幼稚園の立場としては、子どもを中心とした教育・保育を考えて

いるが、他の地区の認定こども園の状況を聞いてみると、幼稚園とし

ての保育時間は教育を中心に、預かりとしての保育時間は保育所の機

能を中心として、その中で質の高い教育をしていくように努力してい

5 



る。しかし、保護者の中で、教育のために施設を利用していたのが、

親のリフレッシュのため支援を受けられるのであれば、利用したいと

いう流れもできてしまうという話も聞いている。子どものための教

育・保育という親の意識が崩れてしまうという心配もある。 

 

加茂委員  前回の会議で、公立幼稚園の受け入れ年齢が 4 歳からであることにつ

いて話があった。今回のアンケートで、幼稚園を利用したいと答えて

いる人の中で、3 歳から利用したいと回答としている人が、56％を超

えているが、どのように考えるか。 

佐次担当課長  幼稚園に 3 歳から入れたいという結果が大きくでているが、今後、計

画の中で、他の部分も含めて受け入れ態勢を整えていくことになる。

その中で公立幼稚園をどうしていくのかということも、市の内部で検

討していくことになる。3 歳児からの希望が多いという部分について

は、ニーズの量や、公立幼稚園の役割などいろいろな観点から検討し

ていくことになる。 

加茂委員  小希望保育施設の動きや検討の結果などは早く公表していただける

と、保護者としては助かるので、お願いしたい。 

佐次担当課長  新制度の開始の 27 年度時点で全てが決まっているわけではないかも

しれないが、新制度全体について、情報提供は今後しっかりやってい

かなければならないと考えている。 

 

柏木委員  幼稚園から、幼児教育の無償化ということで、平成 26 年度から第 3 子

が無償、第２子が半額という資料をもらったが、市としてはどのよう

に把握しているのか。 

佐次担当課長  来年度の国の予算案の情報が届いており、幼児教育の保護者の負担軽

減という中で、国は幼稚園の無償化を段階的に進めていくものと考え

ている。市としての対応については、まだわからない状況である。 

武藤委員  幼稚園の団体として国に働きかけている。就園奨励費の所得制限の撤

廃は閣議決定されたが、額はまだ決まっていないようである。就園奨

励費は、小田原市や南足柄市、開成町は出しているが、大井町、山北

町、松田町などは就園補助制度を持っていないのでもらえない。就園

奨励費により、幼稚園が無償化になれば、認定こども園にならなくて

もやっていけるのではないかという考えもあるが、先が見えない状況

である。 

 

古川委員  ニーズ調査の結果について、本当に必要としているのか、あればより

良いというものなのかこの調査だけでは判断しづらいが、少なくとも

先ほど話が出たような、相談できる場所がないなどの問題は必ず解決
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しなければならないと思う。この結果を踏まえて、小田原市がして、

できること、できないことをはっきりしたほうが、議論が深まると思

う。 

佐次担当課長  今回の会議・計画においては、教育・保育のニーズに対してどう答え

ていくかという部分が大きな目的になっている。先ほどの相談の部分

などは計画づくりの中で数値化していくようなものとは違う。計画づ

くりの中で、どのように取り上げていくのかははっきり決まっていな

いが、こういった傾向があるということはしっかりと捉えて、実際の

業務の中でも活かしていくことになる。 

古川委員  顕著に数字に現れている部分は、実施に向けて努力していくというこ

とか。 

佐次担当課長  気軽に相談できる場として、子育て支援センターや、地域子育てひろ

ばも箇所数を増やしたり、内容の充実を図ったりしている。今回のニ

ーズ調査で箇所数が足らないということであれば、増やしていくとい

うことになるが、今後のニーズ調査の分析の中で考え、計画に反映し

ていくことになる。 

古川委員  相談できる機能など、最低限必要なものを整備するのが、行政の重要

な役割だと思っている。そこをしっかりやっていくことを優先すべき。

武藤委員  子育てをしていくうえで、必要なサービスを聞く設問で、「子どもを遊

ばせる場や機会の提供」、「経済的な支援」、「教育・保育施設の充実」

という回答が多いが、今の若いお母さんたちの望んでいることが現れ

ていると思う。この回答をみると、子育て支援センターは必要な施設

だと思うが、一方で、子育て支援センターを利用していないという回

答も多く、矛盾しているように思う。そのあたりを行政のほうでも考

えていただきたい。 

 

加茂委員  病児保育についてと、妊娠出産時に必要なサービスの設問を市の独自

の設問として、追加していただいたが、病児保育の実現の見込みにつ

いて伺いたい。 

大井係長  実施したいという事業者からの希望がある。実施主体は市であるので、

実施に向けて、県や実施を希望されている事業者との調整を行ってい

るところである。 

加茂委員  赤ちゃんやきょうだいの一時的な預かりなど宿泊を伴うものではな

く、病児保育を行うということか。 

大井係長  宿泊を伴うものではなく、病気のお子さんを預かるものである。 

 

次に深井子育て支援新制度準備係長が資料１－２により、小学生調査の結果について説明

を行った。 
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加茂委員  母の帰宅時刻について、18 時前が 60％、18 時台が 23.4%となってい

るが、放課後児童クラブは、18 時台で終了し、お迎えになると思う。

この時間に間に合わない人や、今後、時短勤務が解除される人などに

対してどのように対応していくのか。 

佐次担当課長  放課後児童クラブは、現在 18 時 30 分までの預かりとなっている。就

労時間とお迎え時間が合わない場合については、祖父母がお迎えに来

る場合もあるし、ファミリー・サポート・センターを利用して対応し

ていただいている。 

加茂委員  ファミリー・サポート・センターは夜 10 時までで、宿泊を伴う利用は

できないと記憶しているが、今後そういったところに拡大していく予

定はあるか。 

佐次担当課長  今のところ考えていない。 

佐藤委員  駅前で認定保育施設を運営している。昨年まで、午前 3 時まで開所し

ていたが、自営の方など、利用者はいた。今も、実際に学童として利

用している方もいるが、仕事上、18 時 30 分までの通常の学童では間

に合わない人もいる。自分の施設は、新制度に向けては、小規模保育

施設として、0～2 歳のお子さんを預かることになり、それより大きい

子は預かれなくなってしまう。その枠をどうするのか、しっかり考え

なければならない。必ず 18 時 30 分までにお迎えに来られるわけでは

ないし、夜間の保育の需要もある。 

しかし、仕事で忙しいと言えば、深夜 1 時、2 時まで預けていいのか、

児童虐待ときわどいところでもある。難しいところではあるが、必要

な支援でもあるので、しっかり考えていただきたい。 

 

（３）その他 

事務局より、市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出について、本

格施行までの自治体における作業スケジュールイメージについて説明。 

 

武藤委員  量の見込みの検討はいつ頃行う予定か。 

深井係長  量の見込みについては、年度内に取りまとめていくことになるので、

第 4 回の子ども子育て会議を 3 月の後半には開催し、事務局で検討し

た量の見込みを提示させていただき、議論していただくことになる。

 

閉会 


