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平成２５年度 第４回小田原市子ども・子育て会議概要

１ 日 時 平成２６年３月２６日（水） 午前 １０時

２ 会 場 小田原市生涯学習センターけやき 第２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、柏木委員、加茂委員、

川向委員、川本委員、小宮委員、佐藤委員、島田委員、髙橋委員、古川委員、松本

委員、武藤委員

（欠席 児島委員、坂本委員）

市職員 飯田子育て政策課長、北村保育課長、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   現状の教育・保育施設

・ 資料２   本市の保育所入所待機児童の状況

・ 資料３   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

算出等のための手引きの概略

・ 量の見込みワークシート

・ 「量の見込み」の算出等のための手引きによる、作業における課題について

・ 量の見込みワークシート（育休等の方を除く）

・ 量の見込みワークシート（利用開始希望年齢を考慮）

５ 傍聴者 なし

６ 会議内容

（１）現状の教育・保育施設について 

深井子育て支援新制度準備係長が資料１、２により、本市の教育・保育施設、待機児童の

状況について説明を行った。

【質疑・意見交換】

髙橋委員 現状の教育・保育施設の資料で、定員の合計が 6,140 人に対して在籍

が 5,371 人となっており、数字上は充足している一方で、待機児童が

いるというのは、どのような理由からか。また、待機児童が 4 月より

10 月が多いのはどのような理由からか。

深井係長 定員と在籍児童の合計については、保育所や幼稚園を合わせたものに

なっている。それぞれの施設ごとに見ていくと、概ね保育所は定員に

比べて在籍児童数が多い状況になっているが、幼稚園は定員に比べて

在籍児童が少なくなっている。そのあたりが定員と在籍児童の差に現

れていると考えている。

待機児童が 4 月より 10 月に多い理由としては、保育所の場合は必ずし
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も 4 月に入所するというわけではなく、仕事を開始する、産休・育休

から復帰するなどの理由により、年度途中に入所を希望する方がいる。

4 月に希望されている方を受け入れていただいた上で、さらに年度途中

から入所を希望される方が増えていくということで、年度の後半に向

けて、待機となる方が増えていく状況となっている。

（２）「量の見込み」について 

次に深井子育て支援新制度準備係長が資料３及び「量の見込みワークシート」、「「量の見込

み」の算出等のための手引きによる、作業における課題について」により量の見込みの算出

方法について説明を行った。

【質疑･意見交換】

武藤委員 量の見込みは今後の予算の基礎にもなるものだと思うが、家庭類型の

うち、タイプＣとＣ´、タイプＥとＥ´の違いがよくわからない。１

号認定になるのか、２号認定になるのかによって、利用する施設も変

わってくる。どのように見極めるのか。幼稚園に入園を許可した後に、

親が経済的な負担などを考え、入園を取り消して保育所に行ってしま

うようなケースも出てくることも考えられる。実際に認定するときに、

きちんとした認定ができるのか。

佐次担当課長 家庭類型の分類については、タイプＣとＣ´、タイプＥとＥ´の違い

がわかりにくいと思うが、パートタイムの就労時間によって線引きし

ている。保育が利用できるパートタイムの就労時間の下限は、月４８

時間から６４時間の間で市町村が定めることになっている。下限時間

以下の就労の方は、保育の利用ができないことになり、幼稚園や家庭

での保育ということになる。現在の小田原市の月の就労時間の下限は

60 時間であり、今回の量の見込みワークシートはこの前提で計算して

いる。

実際にどのような形で市が認定するかについては、現在の保育所入所

申込においても、就労証明書によって就労時間を判断しており、それ

と同様に書類を提出していただき、保育の認定ができるのか判断をし

ていく形になる。

武藤委員 国では、働く女性を増やそうと、保育を利用できる就労の下限時間を

下げようという動きもあるように聞いている。小田原市の就労の下限

時間の６０時間を下げるようなことがあると、幼稚園としては厳しい。

深井係長 実際の施設の利用の際には、就労時間が６０時間以上の方は幼稚園を

利用できないというわけではない。幼稚園に入れたいということであ

れば、働いてはいるけれど、１号認定を受けていただくということに

なる。タイプＣとＣ´、タイプＥとＥ´については、量の見込みを算

出するために、類型に分けているのであって、実際の利用にあたって
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は、それぞれのご家庭の希望によって、選択していただくことになる。

武藤委員 今まで保育所に入れないために、幼稚園を利用していた方もいると思

うが、就労時間の下限を下げることによって、保育所に入所できるよ

うになる。人口が減っていく中で、施設としては心配している。小田

原市として、幼児教育の大切さを考えて、量の見込みを考えていって

欲しい。

佐次担当課長 ニーズと施設の現状を考えながら、就労の下限時間をどのように設定

すべきか、ニーズの受け皿として施設をどのようにしていくべきか、

ご意見をいただいて計画作りをしていくことが、今回の子ども・子育

て会議の目的と考えている。いろいろな観点からのご意見をいただき

たい。

佐藤委員 認定保育施設を運営しており、０歳児から小学生まで預かっている。

ここ３年くらいで２歳まで利用して、３歳以降は幼稚園を利用すると

いう方が増えてきた。乳児は少人数で丁寧に見てあげて、幼児になっ

て集団生活が必要になってきたころに、保育所や幼稚園など保護者の

希望するところに流してあげるようなことができればといいなと考え

て、運営してきたが、新制度に向かって、手ごたえを感じている。働

いているお母さんでも幼稚園を利用するなど、選択肢広がることはと

てもいいことなので、選ばれる園づくりをしていければよいのではな

いか。幼稚園には幼稚園のよいところ、保育所には保育所のよいとこ

ろがあるので、園ごとの特色を活かして、色々な点から選択肢が広が

る形を考えていけばよいのではないか。お母さんたちが何を求めてい

るかを考えながら、幼児教育や保育を考えていくことが大事ではない

か。

川本委員 子育て支援拠点事業の量の見込みについて、これから生まれてくる子

どもたちも含めて子育て支援をしていかなければならないと感じてい

る。量の見込みなど数字で見える部分だけではなく、これから生まれ

てくる子やお母さんを支援していく必要があるので、今後この会議で

考えていってもらいたい。

次に深井子育て支援新制度準備係長が、「量の見込みワークシート（育休等の方を除く）」、

「量の見込みワークシート（利用開始希望年齢を考慮）」により、国の手引きどおりに算出し

た量の見込みと、現在育休等を取得している方を除いて見込んだ場合、施設の利用を開始す

る希望年齢を考慮して見込んだ場合の比較シミュレーションを提示した。

【質疑･意見交換】

柏木委員 利用開始希望年齢を考慮した場合、例えば、０歳の子が３歳になって

から利用を希望した場合、３歳の量の見込みには反映するのか。
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深井係長 ０歳の子が３歳になってから利用を希望した場合、３歳の量の見込み

にプラスするということではなく、３歳の量の見込みについては、今

現在３歳の方の結果から見込んでいる。

柏木委員 ０歳の子が３歳になってから利用を希望した場合に、３歳の希望とし

て見込む必要はないのか。

佐次担当課長 現在３歳ですぐに使いたいと考えているお子さんは、３年後は小学校

に入ってしまっている。現在、０歳のお子さんの３年後のニーズを加

えて考えると、３歳のニーズが実際よりも膨らんでしまう。

加茂委員 自分は育休を取得中であるが、現在無職で求職中との理由で保育所を

申し込まれる方もおり、自分が復帰するころには、保育所がかなりい

っぱいの状況で申し込むことになる。そう考えると、量の見込みとし

てよいのか。

佐次担当課長 求職中の方のニーズの量の見込みについては、現在の就労状況から、

就労希望を加味して、潜在的家庭類型を出すことによって見込んでい

る。しかし、実際に仕事につかなければ、保育のニーズにはならない

ので、そのあたりも量の見込みの課題になっている。

加茂委員 せっかく利用開始希望年齢を聞く設問を設けているので、それを利用

して量を見込むのがよいのではないか。

深井係長 国の手引きどおりに量を見込むと、過剰になってしまうと考えており、

正しく見込むためにシミュレーションをして、調整方法を検討したい

と考えている。

佐次担当課長 今日の会議で最終的な結論を出すわけではない。量の見込みは、県を

通じて国に報告することになるが、当初３月末の報告の予定であった

が遅れており、４月になってからの報告になると思われる。その際も

最終的な数字はまだ出せないと考えている。いろんな意見をいただき

ながら、事務局でもシミュレーションを継続し、量の見込みを改めて

お示ししていきたいと考えている。

武藤委員 潜在ニーズの捉え方がよくわからない。０歳の子の育休が終わって、

３歳になって利用を希望した場合に、いっぱいになってしまっている

のではないかという不安があると思う。現在３歳の方の希望だけで、

０歳の方を見ていないのではないか。

佐次担当課長 潜在ニーズの考え方は、現在お仕事をしていない方が、今後の就労を

希望するということであれば、保育のニーズを考える必要があるとい

うことである。それを今回の算出の中では、就労状況の現状と希望を

聞いているので、それを加味して計算している。他にどのような潜在

ニーズの捉え方が考えられるのかご意見をいただければ、参考になる。

加茂委員 育休等の方を除いて量の見込みを算出した場合、育休から復帰した際

に保育所に入れるのかという不安がある。保育所に空きがあれば、入
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りたいという人も出てくることになり、求職中ということで申し込む

人の割合をかなり加味しないと、保育所に入れず仕事に復帰できない

のではないかと思っている。

佐次担当課長 「「量の見込み」の算出等のための手引きによる、作業における課題に

ついて」で考え方のひとつとして示した、育休の方を除いて算出する

という方法は、現在育休中で、この後保育所に入れるのかと考えてい

るお母さんたちの思いからすると厳しいという捉え方でよいか。

加茂委員 さらに、就労希望の方も加味していただかないと、育休復帰時に入れ

る余裕がないのではないか。

松原副会長 「量の見込みワークシート」に充足率という項目が出てくるが、保育

所の定員に対する充足率という意味か。

深井係長 該当の年齢の推計人口に対する割合を示している。例えば、27 年度の

0 歳の 3 号認定の量の見込みを例にとると、推計人口 1,432 人に対し

て見込みが 618 人であり、割合が 43.2％ということである。0 歳のお

よそ半数が保育所を利用するということになり、見込みとしては多い

のではないかと考えているところである。

加茂委員 利用開始希望年齢を考慮した場合の 422 人も多いと考えているのか。

深井係長 どこが適正なのかは、会議の議論を踏まえて、決めていきたいと考え

ている。

古川委員 量の見込みの数字に基づいて、それを補う受け皿を作るという考え方

からすると、ニーズを見込みすぎて過剰になるのも問題がある。ニー

ズを聞けばあったほうが良いということになるが、将来子どもが減っ

た場合や、施設の経営側としてどこまで組み込んでよいかという本当

の数字はこれでだせるのか。

武藤委員 数字は事業計画上のものであって、親がどの施設に行きたいかを選択

できるように、また、同じような負担で利用できるようにしていただ

きたい。

佐次担当課長 ニーズを捉えて、不足分を充足できるように計画づくりをしていく。

実際に新制度がスタートする中で、計画通り充足できるように市とし

て動いていくが、民間事業者の対応は不透明な部分もある。実際の整

備については、現実的な部分を考えて行っていくことになる。

個別の園ごとに、新制度の対応をどうしていくかが懸念される部分で

あると思うが、今回の計画の中で、全て網羅して議論できるわけでは

ない。計画と現実的な対応は切り離しながら考えていくことも必要だ

と考えている。

宮川会長 本日は十分に時間が取れなかったので、量の見込みについて、ご意見

があれば事務局にお知らせいただきたい。
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深井係長 県への量の見込みの報告が、4 月後半に見込まれている。最終的な量の

見込みの結論が出せない状況であるので、仮の数字ということで報告

させていただき、後日さらに検討して会議に諮り、最終的な数字に修

正するということにさせていただきたい。

武藤委員 量の見込みについては、国の予算の元になると思うので、十分な量の

数字を国にあげて欲しい。また、待機児童数については、０～２歳が

多いが、３、４、５歳も待機児童にカウントされるのか。

深井係長 年齢ごとに出しているが、全てあわせて小田原市の待機児童というこ

とである。

加茂委員 認定こども園を希望している人が多いと思うが、市としては設置を促

進していくのか。また、厚木では、「幼稚園送迎ステーション事業」を

実施する予定と聞いている。そういうことも考えていただきたい。

佐次担当課長 認定こども園のニーズについては、保育所や幼稚園のニーズと合わせ

て捉えている。まずは、保育のニーズを捉えて、どういった受け皿が

必要なのかを考えるのが最初だと考えている。認定こども園は、幼稚

園、保育所の両方のニーズに対応できる施設ということであるが、今

回の計画の中にどこまで盛り込めるかは未定である。

送迎ステーションについては、市内の施設の状況により、有効活用が

できるということであれば、考える必要も出てくると思うが、送迎す

るということについては課題があるとも聞いている。

加茂委員 施設を造っても、ニーズに合わなければ、無効になってしまうので、

十分足りていると思えるようになればよいと思い、厚木の例を出させ

ていただいた。

北村課長 保育所の待機児童の解消策について、民間保育所に協力いただいて定

員増をしたり、公立保育所の定員増や認定保育施設を増やす等行って

きているが、送迎ステーションも検討の中には入っている。今後、量

の見込みにあわせて、計画を作る中でも検討させていただく。

（３）その他 

事務局より、機構改革により、子ども・子育て会議の事務局が子育て政策課から、保育課に変

更になることについて説明。 

閉会 


