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平成２７年度 第２回小田原市子ども・子育て会議概要 
 
１ 日 時 平成２７年１０月６日（火） 午前１０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、小川委員、佐藤委員、鈴木委員、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 遠藤委員、川向委員、髙橋委員） 

市職員 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、早川子育て政策課

政策係長、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 
・ 資料１  小田原市次世代育成支援対策行動計画・後期計画の実施状況について 
・ 資料２  平成２８年度における下中幼稚園の保育機能充実策の実施内容について 
・ 資料３  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） 

５ 傍聴者 ２名 
６ 会議内容 
 （１）小田原市次世代育成支援対策行動計画・後期計画の実施状況について 

早川子育て政策課政策係長が資料１により、小田原市次世代育成支援対策行動計画・後

期計画の平成２６年度の実施状況、今後の計画の進行管理等について説明を行った。 
【質疑・意見交換】 

武藤委員  事業 No.６の延長保育促進事業で、民間１９園に対して補助金を交付
したとあるが、私立幼稚園は対象に入っていないのか。 

佐次担当課長  保育所を対象とした事業であり、私立幼稚園については、県が行って
いる私学助成の中で補助されている。 

武藤委員  私学助成の補助は金額が低い。市でも補助を考えてもらいたい。 
佐次担当課長  私立幼稚園が子ども・子育て支援新制度の対象園に移行すると、市か

ら補助するようになるが、従来のままであれば県からの私学助成とい

うことになる。 
武藤委員  事業 No.６８の未来へつながる学校づくり推進事業について、私立幼

稚園が対象に入っていない。対象としていただき、市全体の子どもに

対して事業を行ってもらいたい。 
吉田副課長  公立幼稚園、小学校、中学校を対象にしている。民間まで事業拡大す

ることは現時点では考えておらず、今後の参考とさせていただきたい。 
府川委員  実施状況について、それぞれの事業の評価を行っているが、これは第

三者が行ったものか。 
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飯田課長  各所管が自己評価をしている。子ども・子育て会議やホームページで
意見をいただいてフィードバックしている。 

府川委員  事業 No.３４の放課後児童健全育成事業について、指導員の質を上げ
ていただきたい。対象学年を６年生までに拡大したことに伴い、低学

年と高学年の係わりの中で問題が起きていると耳にしている。指導員

から「放課後児童クラブをやめてもらいます」と言われたこともある

と聞いている。 
石井課長  他のお子様に対するいたずら、暴力等がある場合、保護者の方にお話

をしたり、指導員から指導したりするが、改善されない場合は退所の

可能性もある。入所の際にもそのように説明させていただいている。

お話の件は、状況がわからないので何とも言えないが、指導員に言い

にくい場合は、青少年課にご相談いただきたい。 
指導員の質の向上については、年間を通して研修も行い、専門家によ

る現場指導も行っているが、平成２７年度から対象を６年生までに拡

大して手探りの部分もある。１年間通して運営した結果で、様々な問

題が挙がってくると思うので、その点を踏まえて対応していきたい。 
榮羽委員  事業 No.７の休日保育事業について、どこで実施しているのか。 

佐次担当課長  報徳保育園で実施している。 
榮羽委員  在籍していない子どもも利用可能か。 

佐次担当課長  在籍しているお子さんのみを対象に事業を実施している。 
榮羽委員  事業 No.１１の一時預かり事業について、預かっていただける施設を

増やしてほしい。今年度の４月に新たに認可保育所となった施設で実

施できなくなり、今まで行っていた認可保育所でも実施できなくなっ

た園もある。 
深井係長  新たに認可保育所となった園で実施できなくなったのは、基準上、専

用の部屋を用意しなければ実施できないことが原因と思われる。今ま

で行っていた認可保育所で実施できなくなったことについては、各園

の事情があると思うが保育士の人手不足も影響しているかも知れな

い。 
松原副会長  保育の現場での感覚として、ニーズはあると思う。自分の園では、事

前に面接を行い登録してもらっている。保育士の人手不足もあるし、

行事があると対応できないといった事情もある。 
榮羽委員  預ける側の立場としては一時預かり事業の実施施設を増やしていただ

きたい。 
事業 No.９の障害児保育促進事業について、普通の保育園では不安が
ある場合に行く園が一つあり、そこが人気であると聞いた。どんな事

業で、どのように受け入れを行っているのか。 
佐次担当課長  障がい児保育については、保育士の加配のための補助金を交付してい



3 

る。受け入れ可能な保育所を１園に限っているわけではないが、保育

士の数等により、障がいのあるお子さんを受け入れできない場合もあ

る。また、各家庭でのお子様の障がいの受容という問題もあり、実際

の対応では、それぞれのケースごとの対応が重要になっている。 
榮羽委員  いわゆるグレーゾーンのお子さんの受け入れはどうなっているか。 

北村副部長  保育所や幼稚園でも問題になっている部分である。事業 No.１１６の
障がい児療育支援体制整備事業により、保育士への支援ということで、

臨床心理士、保健師、教育コーディネーター等が各園を巡回してお子

さんを見て回り、月に１度ケース会議を行い、対応を考えていくとい

う取組を行っている。公立保育所から事業を開始し、民間保育所、公

立幼稚園、民間の幼稚園、認可外保育施設と対象施設を拡大してきた。 
保育士への支援として事業を行っているが、実際のお子さんに対する

具体的な支援、保護者に対する支援をどうしていくかが、課題になっ

ている。具体的に相談があれば関係機関につなげていくということを

行っているので、相談いただければと思う。 
宮川会長  障がい児の受け入れをしないという園はないと思う。一人一人のお子

さんの状況に合わせて、その園がどういう対応ができるか、一緒に考

えるという姿勢はどの園も持っている。保護者がお子さんのことにつ

いて自分の口で話し、相談していくことが、小・中学校に行った時に

も力になると思う。 
穗坂委員  障がい児の受け入れについては、小学校も同様に受け入れを行ってい

る。 
府川委員  放課後児童クラブでの障がい児の受入れはどうなっているか。 
石井課長  受け入れているが、自分のことが全くできない等の場合は、指導員を

専属でつけることができていないので、難しい。また、受け入れた時

でも周りのお子さんに暴力を振るうといった場合、他のお子さんの安

全、安心をまもるため、改善が見られない場合は退所いただくことも

ある。 
府川委員  発達障がいのお子さんの受入れはできるか。 
石井課長  状況によるが、保護者とお子さんを面接させていただいて、その中で

決めさせていただいている。 
佐藤委員  自分の施設では、昨年まで０歳から小学校３年生までを受け入れてい

た。軽度の発達障がいのあるお子さんに対し幼稚園と一緒に見守りを

行い、普通学級に入ったケースもある。障がいについては、市に相談

していけば、抱え込まないように様々な支援につなげてくれている。

ただ、周知が足りず、知られていないという部分もあるので、幅広く

周知できるようにしていかなければならない。 
武藤委員  健常児だけでは、幼稚園の教育はできない。障がい児もいる環境の中
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で、助け合いや思いやりが育つ。ただ、奇声をあげたり、暴力を振る

う子はお断りせざるを得ない。 
佐藤委員  やむを得ず断った場合、どこかの支援につなげるといった対応はして

いるか。 
武藤委員  つなげているが、保護者が納得するかが問題となる場合がある。 

 
（２）平成２８年度における下中幼稚園の保育機能充実策の実施内容について 

吉田教育指導課副課長が資料２により、平成２８年度における下中幼稚園の保育機能充実

策について、実施内容やこれまでの経緯等について説明を行った。 
【質疑･意見交換】 

武藤委員  平成２８年度から、３歳児保育も実施するのか。 
吉田副課長  延長保育は平成２８年度から実施するが、３歳児保育は実施しない。 
榮羽委員  延長保育については、１４時から１７時まで預けて２００円というこ

とか。 
吉田副課長  １回２００円ということである。 
榮羽委員  延長保育を利用するための理由は何か必要か。 

吉田副課長  保護者が就労している場合のほか、保護者の育児の伴う心理的又は肉
体的な負担を軽減する必要ある場合、保護者の出産や疾病なども対象

としている。 
松原副会長  橘地区の保育ニーズについては、どのように捉えているか。 
佐次担当課長  子ども・子育て支援事業計画では、川東南地区は保育の足りない地域

になっている。その中で、下中幼稚園の保育ニーズの受入れを検討し

た結果このような方向性になった。今後の保育ニーズの対応について

は、検討していく。 
松原副会長  前羽幼稚園の廃園という話も聞いている。今後の保育ニーズにどのよ

うに対応していくのか。 
吉田副課長  市議会で園児数が今後も減少するようであれば廃園も検討すべきでは

ないかとの質問があったことはある。園児数の推移を見ながら検討と

いうことになるが、現在、教育委員会で今後の公立幼稚園のあり方を

検討しており、前羽幼稚園の在り方も含めてしっかり検討してまいり

たい。 
宮川会長  公立幼稚園のあり方については、平成２７年度に検討していくという

ことか。 
吉田副課長  子ども・子育て会議でもご意見をいただくことになるのでよろしくお

願いしたい。 
佐藤委員  下中幼稚園の在園児童数はどうなっているか。 

吉田副課長  平成２７年５月１日現在で、４３名である。 
佐藤委員  延長保育の利用にあたっては、私的な理由でも良いのか。 
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吉田副課長  育児に伴う肉体的、精神的負担の軽減、出産、疾病、看護等も要件の
中に加えているので、そういったものも対象になる。 

佐藤委員  私立幼稚園では１時間４８０円や６８０円というところもあり、保育
所的に利用すると高額になってしまう。２００円は安いと思う。公・

私とも同じ金額で、なるべく安く、利用しやすくなると良い。 
吉田副課長  平成２８年度から公立幼稚園の保育料が私立幼稚園と同様になり、負

担が大きくなることから、延長保育の保育料は据え置いたものである。 
 
（３）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） 

佐次子育て支援推進担当課長が資料３により、平成２７年度の取組や市議会に提出された

陳情について説明を行った。 
【質疑･意見交換】 

佐藤委員  認可保育所は保育会等の集まりがあるが、小規模保育事業は個々で運
営している状況であり、小規模保育事業に対しても、情報提供等の支

援をお願いしたい。 
佐次担当課長  新しい制度であり、不安感の中で運営していると実感した。事業を認

可する立場として、保育の質の確保をするうえで、研修会の実施や連

絡会の開催がいいのか、今後の課題として検討していきたい。 
武藤委員  送迎保育ステーションは、東京、横浜、川崎あたりでは当たり前にな

りつつあるのではないか。各幼稚園がステーションにバスをまわし、

子どもを引き取り、幼稚園の終了後はステーションで過ごすといった

流れになるが、小田原にはない。０～２歳のお子さんは小規模保育事

業でカバーできるが３～５歳をどうするか、こういう施設が整備され

れば、保護者が幼稚園を利用するという選択もできるようになる。 
榮羽委員  送迎保育ステーションがあると便利であり、電車通勤を前提とした求

職活動も可能になる。長距離通勤されている方も多く、今後ニーズ調

査をされるということなので、結果を期待している。 
北村副部長  市議会の厚生文教常任委員会においても色々な意見をいただき、結果

的に採択ということなので重く受け止めている。ただし、費用対効果、

待機児童対策との関連、送迎の間の安全面、送迎の際長時間お子さん

をバスに乗せなければならないこと、保護者と施設が対面して話す機

会が減ることによる連絡方法の検討等の様々な課題がある。まずは、

ニーズ調査を速やかに行い、総合的に検討していきたい。 
府川委員  ニーズ調査の対象はどのあたりを考えているか。 

佐次担当課長  検討中ではあるが、就学前の世帯を対象に行いたい。サンプル数と対
象の地域は検討中である。 

土屋委員  費用はどのくらいかかるのか。 
北村副部長  他市での実績では、運営については年間１，０００万円から 
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１，５００万円程度かかっている。流山市では送迎ルートが多いこと

から、年間８，０００万円かかっている。 
保護者負担については、流山市は月額２，０００円、延長保育料とし

て１時間７００円、横浜市では月額４，０００円、厚木市では月額 
５，０００円である、 

土屋委員  それくらいの保護者負担であれば使いやすい。 
村本委員  市内保育所に対する説明会・意見交換の実施のところで、定員増につ

ながる事業を検討している保育所との個別相談を継続とあるが、何園

くらいで、どのような内容であるか。 
佐次担当課長  構想段階という部分が多く、新制度がどのように動いていくか、保育

ニーズがどのようになっていくかを踏まえて検討している段階である

ので、具体的に何園とは申し上げられない。 
 

・その他 

【質疑･意見交換】 
府川委員  小学校に電車を使って通学している知り合いがいるが、市では定期代

に対する援助はあるか。 
田村係長  遠距離通学に対する補助として、小学校では４ｋｍ、中学校では 

６ｋｍ以上は補助の対象になるので、教育指導課に相談いただきたい。 
府川委員  制度を知らないケースもあるので、周知をお願いしたい。 
田村係長  学校でどのような説明を行っているかはわからないが、久野小学校や

白山中学校でこの制度を活用している例があり、周知の方法も含めて

検討していきたい。 
榮羽委員  子育て支援センターの日曜日、祝日の開所はできないか。 
飯田課長  ニーズがあるのは承知している。試行的に土曜日を開所している施設

もある。費用の問題もあるので、検討していきたい。 
 

事務局より次回会議について、２月ごろを予定していることを説明 

【質疑･意見交換】 
武藤委員  子ども・子育て会議の次回開催が２月ということになると、公立幼稚

園の今後について、この会議では検討しないということか。 
吉田副課長  子ども・子育て会議の委員の皆様には、公立幼稚園の今後のあり方に

ついてご意見をいただくということになるが、次回開催が２月の予定

ということで、情報提供のあり方については考えてまいりたい。 
 

閉会 


