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平成２７年度 第１回小田原市子ども・子育て会議概要 
 
１ 日 時 平成２７年６月２６日（金） 午後２時 
２ 会 場 小田原市役所３階 全員協議会室 
３ 出席者  
委 員 石井委員、榮羽委員、遠藤委員、小川委員、川向委員、佐藤委員、髙橋委員、土屋

委員、府川委員、穗坂委員、松原委員、宮川委員、武藤委員、村本委員 
（欠席 鈴木委員） 

市職員 日比谷子ども青少年部長、飯田子育て政策課長、石井青少年課長、吉田教育指導課

副課長、田村教育指導課学事係長 
事務局 北村子ども青少年部副部長、佐次子育て支援推進担当課長、深井子育て支援新制度

推進係長、和田保育課主事 
４ 配布資料 
・ 次第 
・ 小田原市子ども・子育て会議 委員名簿 
・ 資料１  子ども・子育て会議の役割について 
・ 資料２  子ども・子育て支援事業計画の推進について（平成 27年度の取組） 
・ 資料３  今後の公立幼稚園のあり方の検討について 
・ 参考資料 保育所等利用待機児童数の状況について（神奈川県記者発表資料） 
・ 参考資料 小田原市民ガイド 

５ 傍聴者 なし 
６ 会議内容 
・委嘱状交付 
加藤小田原市長から、出席された１４委員に対し委嘱状を交付した。 

・市長挨拶 
引き続き、加藤小田原市長から、挨拶を行った。 

・自己紹介 
各委員が各々自己紹介を行った。引き続き、市職員、事務局の紹介を行った。 

・会長及び副会長の選出 
選出にあたり、委員より、事務局から案をとの発言があり、事務局から宮川委員を会長に、

松原委員を副会長とする案を提示、全員一致で了承を得た。 
・会長挨拶 
  宮川会長から、就任のご挨拶をいただいた。 
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・議事 
 （１）子ども・子育て会議の役割について 

佐次子育て支援推進担当課長が資料１により、子ども・子育て会議の位置付け、具体的

な審議事項について、説明を行った。 
【質疑・意見交換】 

武藤委員  具体的な審議事項について、「御意見をいただく」とあるが、どういう
意味か。 

佐次担当課長  小田原市子ども・子育て支援事業計画を進めていくに当たって、市の
内部だけではなく、様々な立場の方の色々な観点からいただいた意見

を参考に進めていくということである。子ども・子育て会議は決定機

関ということではなく、それぞれの立場から御意見をいただく場とい

うことになる。 
武藤委員  そういったスタンスで、今後取り組んでいくということでよろしいか。 
宮川会長  色々な視点からの意見が集まれば良いと思う。 

 
質疑の後、会長から、第１回目の子ども・子育て会議にあたり、子ども・子育て支援新制

度に期待することや、昨今の子ども・子育て支援について課題として感じていること等につ

いて、各委員に発言を求めた。 
【発言概要】 

石井委員  自分が子ども会にたずさわっていた際に、子ども会への参加、加入が
少なく淋しさを感じた。実際に、地域には子どもがたくさんいる。地

域の子どもたちと顔見知りになれば、声をかけることができ、つなが

りもできる。地域の子どもがたくさんいるのに会える機会が少ないと

いうのが淋しいと感じている。 
新制度については、自分も勉強しているところだが、保護者はネット

などでも情報を集めていると思うので、どのように情報提供できるの

か、また子どもたちに関わっている自分たちとしても、情報を伝えて

いくことができるように、情報を知る必要があると感じている。 
榮羽委員  自分は子育て中であり、今後仕事をして保育園に預けたいという希望

を持っている。待機児童の問題もあり、年度の途中では入所しにくい

ようだが、年度当初はこのような状況であるといった情報があると良

いと思う。ネットで情報を集めるようとすると、古い情報もあったり

して物足りない。 
自分が体調不良の時等、緊急の場合の預け先がなく困ることがあり、

そういった情報もあると良いと思う。 
遠藤委員  医師会の代表として参加している。母子保健や学校医、園医等の理事

をやっており、食物アレルギー等の講演を企画する等の活動をしてい

る。 
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子どもを預ける所が少ないということで、新しく施設ができたりして

いるが、施設によって食物アレルギーや病気の際の対応等に差がある。

また、小田原市には病児保育、病後児保育の施設ができたが、利用さ

れない方もいる。医師会として子どもの健康を守るよう意見を言って

いきたい。 
小川委員  公立幼稚園６園の代表として話をさせていただく。子ども・子育て支

援新制度が始まり、公立幼稚園は保育料が上がるということと、学区

がなくなったという部分が大きく変わった。 
本日の議題にもなっているが、公立幼稚園を今後どうするかが課題と

なっている。３歳で入所させたい、延長保育の実施を希望される等の

ニーズを公立幼稚園にどう取り入れていくか。人数が少なくなった時

の集団としての教育、地域の中で支援を必要とする家庭との関わり等、

公立幼稚園の意義を考えていく中で、皆さんの意見を聞くことができ

ればと考えている。 
川向委員  主任児童委員が各地域で地域子育てひろばを行っており、最近、赤ち

ゃんひろばという取組を始めた。育児休業中の母親は、普段働いてい

るので地域に知り合いがおらず、住んでいる地域の中で友達が欲しい

ということがある。知り合いになれば、働き始めた後も助け合うこと

ができる。 
また、母親たちは相談したいことがあっても、市役所や保健センター

に電話するのはハードルが高いと感じており、主任児童委員として、

地域の話せるおばさんを目指している。皆さんの御協力もいただきな

がら活動していきたい。 
佐藤委員  小規模保育事業を運営しているが、私立幼稚園と連携したことによっ

て、より充実した保育ができるようになった。今後の課題として、小

規模保育事業の卒園後、私立幼稚園を希望される方が多いが、フルタ

イムで働いている方が多く、預り時間の希望とどう合わせていくかが

課題となっている。 
預りができないときには、ファミリー・サポート・センターに協力し

てもらって対応していきたい。子育てをみんなでシェアすることが大

事だと思っており、ファミリー・サポート・センターが活発になれば

よいと思っている。 
髙橋委員  児童相談所に寄せられる虐待の相談は年々増える傾向にあるが、小田

原児童相談所では昨年は件数が減った。日々の取組の成果だと考えて

いる。 
虐待のケースに関わる中では、核家族化や地域とのコミュニケーショ

ンがない等、誰に相談してよいかわからない、相談する人がいないと

いったケースが多い。子ども・子育て支援事業計画がうまく進んでい
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けば、児童虐待も減っていくと思っている。児童虐待については、生

まれてからではなく、妊娠の段階から支援をしていくことが重要にな

ってくると感じている。 
土屋委員  周りのお母さん方の話を聞くと、子ども・子育て支援新制度の中身よ

りも、公立幼稚園の保育料が上がるというところに関心が大きいよう

である。公立と私立幼稚園では、２年保育と３年保育の違いもあり、

私立幼稚園に通わせようかという声が多い。保育料の違いに関心が向

くのは仕方ないことかもしれないが、保育内容の違いについても皆さ

んに知ってもらえるように情報の橋渡し役のようなこともできればと

考えている。 
府川委員  フルタイムで仕事をしており、保育所に子どもを預けていたが、小学

校に入学し、放課後児童クラブに子どもを預けると、預り時間が短く

なり、子どもを預けて働くということが難しくなった。放課後児童ク

ラブはあるが、預り時間が１８時までであり、保育所では１９時まで

預けて働いていた母親は、勤務自体を変えなければならないケースも

あった。保育所だけではなく、放課後児童クラブのことについても考

えていきたい。 
公立幼稚園の保育料が上がる件についても、周囲の母親と話をしたが、

これにより働く人が増え、待機児童が増えてしまうのではないかと心

配している。保護者の立場、仕事をしている母親の立場から、皆さん

と話ができればよいと思っている。 
穗坂委員  小学校でも多様な価値観の保護者が増えている。また、発達障がいや

学習障がいを持っているお子さんへの対応等にも苦労している。今ま

での学校の制度、スタッフだけでは対応しきれず、色々な方と連携し

て対応している。外国人の子に対する日本語教室等今までにない対応

をしなければならないことある。 
放課後児童クラブについて、小学校６年生までが対象となった。なる

べく待機児童を出さないようにと考えており、先日も新たに部屋を用

意したが、これ以上増えると部屋のやりくりがつかない。 
武藤委員  幼稚園教育は幼稚園に通っている子どもを対象にしたもので、幼児教

育は小学校就学前全ての子を対象にしたものである。幼稚園での教育

はたくさんの子どもの中で揉まれながら、色々なものを学び就学前の

準備をするものである。そこを保育所等と一緒にして考えてしまって

いるのが今の状況である。 
親の都合だけでなく、子どもにとって何が大切かということを考えて

もらいたい。子ども達を安心して産み育てていけるような環境をみん

なで作っていけるような会議にしていただければと思っている。 
村本委員  小田原には１５年くらい前に引っ越してきた。仕事をしている間は地
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域との関わりがなかったが、仕事を辞めてから地域とつながりができ

てきた。 
子どもを保育所に預けて育て、自分も保育士として働いてきたので、

保育士目線で見てきたが、今までとは違った幼稚園やいろいろな立場

の方のお話を聞いて、なるほどな、と思っているところである。 
地域によって子育て支援が違うが、小田原は地域とのつながりも多く、

自然も豊かで、小田原ならではの子育てができるのではないかと期待

している。 
松原副会長  ４月からの子ども・子育て支援新制度が始まり、保育所は戸惑いの中

でスタートをした状況である。国からの情報も遅く、保育の必要量の

認定の制度についても事務量が増え、保護者もあまり理解していない

ようであった。 
保育所については、待機児童の解消が大きな課題であるが、市内でも

地域によっては定員割れしていたり、逆に２～３割多く受け入れたり

しているところもある。認定こども園化については、今のところ動き

もなく、国の考える方向には向かっていないと感じている。 
少子化、晩婚化といった状況ではあるが、子どもを産み、育てる喜び、

崇高さを知ってもらうようになればと考えている。 
宮川会長  これだけの委員の方に集まっていただき、子どもや子育てを支えると

いう意見がいただけてうれしく思っている。小田原市の子育てに対し

ては、国がこうだから、県がこうだからということではなく、小田原

らしさを主張できるような内容になっていけば良いと思っている。 
 
（２）子ども・子育て支援事業計画の推進について 

佐次子育て支援推進担当課長が資料２により、平成２７年度の取り組みや今後の子ども・

子育て会議の開催予定について説明を行った。また、参考資料により待機児童の状況や市内

の教育・保育施設の現状についても説明を行った。 
【質疑･意見交換】 

府川委員  待機児童の人数について、４月１日現在となっているが、保育所は年
度途中での申し込みもできるが、そういった方は人数に入っていない

のか。実際は、もっと多い可能性もあるということか。 
佐次担当課長  資料は４月１日時点の待機児童数となっており、年度途中でも申し込

みができることから、待機児童数は増加していくことになる。年度途

中での申し込みについては入所できないというわけではなく、各園の

状況によって入所できる場合もあるが、待機児童の数としては増えて

しまう。 
 
（３）公立幼稚園のあり方について 

吉田教育指導課副課長が資料３により、今後の公立幼稚園のあり方の検討や下中幼稚園に
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おける保育機能の充実に関するニーズ調査結果について説明を行った。 
【質疑･意見交換】 

府川委員  下中、前羽地区は子どもの数自体が少ないのか。就園率が低い原因は
何と考えているか。 

吉田副課長  子どもの数については手元に資料がないが、公立幼稚園は３歳児の受
け入れがない状況の中で、行政境に近いということもあり、周辺の中

井町、二宮町に通園しているケースも多く、そういったことが就園率

の低さにつながっているのではないか。 
武藤委員  公立幼稚園と私立幼稚園の保護者負担が同じになった場合、公立幼稚

園の必要性について考えていかなければならない。公立、私立幼稚園

とも定員割れしているところが多く、公立幼稚園の統廃合も考えるべ

き。下中、前羽幼稚園は周りに通園できる施設がないのだから残し、

他は私立幼稚園があることから廃止しても良いのではないかと思う。 
榮羽委員  下中、前羽幼稚園が話題になっているが、酒匂幼稚園の子どもの数の

減少率も高い。他の公立幼稚園のあり方についての検討はしているの

か。 
吉田副課長  小田原市の幼稚園教育は私立幼稚園が先にあり、公立幼稚園が後から

できたという歴史的な経緯もあり、今後の公立幼稚園の方向性を考え

ていく中では、統廃合を含めて全体的なバランスを考えていくことに

なる。本日、公立幼稚園のあり方について今後の方向性などを説明し

たが、全体のあり方については引き続き検討を進め、年度末までに基

本方針としてとりまとめていきたい。 
府川委員  公立幼稚園は２年保育、私立幼稚園は３年保育という違いがあるが、

就園率の減少をどのように分析されているのか。また、教育内容の違

いはあるのか。 
吉田副課長  公立幼稚園の就園率の低さについては、新制度に移行して通園区域は

なくなかったが、徒歩通園を原則としていることが原因であると考え

ている。また、地域の子どもの人数自体が減っていることも原因であ

ると考えている。 
保育の内容については、公立幼稚園では、幼児教育は、学校教育の土

台を作ること、生涯にわたる人格形成の基礎を培うことであると考え、

こうした幼児教育の重要性を踏まえ、公立幼稚園では、「遊び」を通し

て「学び」を体験する総合的な指導として、幼児の興味の広がりや気

付きなどの学びの基礎となる力、生活習慣や規範意識、基礎的な体力

が培われるよう、様々な支援を行っている。今後も、これまで以上に

園児一人一人の成長や発達に応じたきめ細かな指導を行っていきた

い。 
榮羽委員  少子化の傾向の中で、保育所の希望が増えており、公・私立幼稚園で
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少なくなっているパイを取り合っているような状況だと思う。公立幼

稚園の特色を生かした教育を行うのか、私立幼稚園がない地域に特化

してサービスをするのか、公立幼稚園が何を目指していくのか、明確

にしたほうが良い。 
吉田副課長  先程、公立幼稚園の役割の再検討の説明をさせていただいたが、公立

幼稚園がやらなければならない部分として、例えば、支援を必要とす

るお子さんに対する支援教育の充実等を公立幼稚園がしっかりとリー

ドし、私立幼稚園や保育所に還元していくような立場を担うべきなの

かと考えている。今後、御意見をいただきながら、公立幼稚園が何を

果たすべきなのか整理していきたい。 
武藤委員  公立幼稚園と私立幼稚園が少ないパイを取り合っているとは思ってい

ない。親が選択することが基本であり、少子化の傾向の中で、公立幼

稚園の統廃合を含めて、公費を有効に使うべきではないかということ

で話をしたつもりである。 
宮川会長  それぞれの教育の特徴を出しながら、親が選択できるという状況が求

められていると思う。公立幼稚園も特徴をしっかり出して、こういう

ことができるということを知らしめていくことが必要である。 
自分は、１０年くらい公立幼稚園を訪問して、研究会等をさせていた

だいてきた。その中で、いろいろなノウハウが蓄積され、公開保育や

各園で研究課題を決めて取り組んできた姿を見てきた。これからの公

立幼稚園の役割としてこういった部分がしっかりと位置付いていくと

良いと思う。また、子どもにどういった教育を受けさせるのか、施設

を選びきれないような家庭もあり、そういった家族を含めての支援も

公立施設の役割であると思う。 
村本委員  幼稚園では発達障がいのお子さんの受け入れも行っているのか。 

吉田副課長  公立幼稚園では、発達障がい等があっても受け入れを行っている。 
武藤委員  私立幼稚園では、健常児だけでは教育ができないと考えており、発達

障がいの子も含めて触れ合い、助け合い、集団生活の場となっている。 
府川委員  公立幼稚園については、学区があった関係で、小学校との連携が私立

幼稚園より密にできると思う。公立幼稚園の特徴として、連携を図る

取組がされているのか。 
吉田副課長  地域の中での幼稚園ということで、これまでも公立幼稚園６園では、

幼・小・中の連携を密に行ってきた。公立幼稚園の売りの一つでもあ

り、今後公立幼稚園が担う役割の一つとしてしっかりと取組んでいき

たい。 
 

・その他 

事務局より次回会議日程の件について説明 
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閉会 


