
平成２５年度 第１回小田原市子ども・子育て会議概要 
 

１ 日 時 平成２５年７月２２日（月） 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 遠藤委員、小関委員、柏木委員、加茂委員、川向委員、川本委員、児島委員、小宮

委員、坂本委員、佐藤委員、島田委員、古川委員、松原委員、松本委員、武藤委員、

宮川委員（欠席 髙橋委員） 

市職員 日比谷子ども青少年部長、飯田子育て政策課長、北村保育課長、福野青少年課長、

吉田教育指導課副課長、服部子育て政策係長 

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 

・ 小田原市子ども・子育て会議 委員名簿 

・ 資料１ 子ども・子育て支援新制度の概要について 

・ 資料２－１ 子ども・子育て会議の役割について 

・ 資料２－２ 区域分けについて 

・ 資料２－３ 計画に盛り込む内容について 

・ 資料２－４ 調査票のイメージ 

・ 資料３ 小田原市次世代育成支援対策行動計画・後期計画事業調書 

・ 参考資料 子ども・子育て関連３法について 

・ 小田原市子ども・子育て会議規則 

・ 小田原市子ども・子育て会議傍聴要領 

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１６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 

  議事に先立ち、事務局より小田原市子ども・子育て会議傍聴要領により会議を公開とするこ

とを説明、了解を得た。 

 

（１）子ども・子育て支援新制度の概要について 

深井子育て支援新制度準備係長が資料１により説明を行った。 

質疑はなかったが、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

新制度、事業計画、子ども・子育て会議について、期待すること、議論したいこと等につい

て、各委員に発言を求めた。 

【発言概要】 

遠藤委員  医師会の代表ということで、子どもの安全と健康を第一に考えている。

子どもの事故、食物アレルギーの対応のマニュアルなどで、施設の運

営面で関わっていけたらと思っている。また、病後児保育等の問題が

出てきたときに意見を言っていければと思っている。 

小関委員  公立幼稚園の立場から参加している。施設面等で影響があると思うが、

保育の質を、絶対に落としてはいけないと話し合っているところであ

る。 

柏木委員  私立幼稚園の保護者代表ということで参加しているが、幼稚園の保護

者といっても色々な状況の方がいる。ニーズ調査の際にもできるだけ、

いろいろな方の意見を聞いていただき、偏りのないバランスの良いも

のになればよいと思っている。周りの保護者の意見も自分を通じて言

っていけたらと思っている。 

加茂委員  小田原市には、新幹線通勤や長距離の通勤をしている方もいる。父親

が育児に協力的でない家庭もある等、厳しい制約条件の中で働いてい

るママや、小田原の未来を担う子どもたちにとって、率直な意見を言

って、反映させていけたらと思う。 

川向委員  主任児童委員として、未就園児対象の地域子育てひろばを行っている。

転勤などで、知り合いがいない中で育児をしている方が、仲間を作っ

たり、地域の方と顔見知りになるお手伝いをしていきたい。 

川本委員  ３つの子育て支援センターの運営を請け負っているが、それぞれ地域

性があり、抱える悩みが違っている。地域に合った保育や支援策が明

らかになっていくことに期待をしている。多様なニーズに、どのよう

な受け皿を整備するのか皆さんと考えていきたい。 

児島委員  これから制度を利用する立場として、子どもを預かってほしいときに

すぐに利用できる場の提供が必要である。また、受け皿を拡大するに

当たっては、保育の質が重要であり、どこに行っても安心してサービ

スが受けられるような環境を整えていただきたい。認定こども園が増

えればとも思っている。 
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小宮委員 

 

 学校の立場ということで、幼保小中一体教育の推進という中で、質の

高い幼児期の学校教育をしていくためには、どのような支援ができる

か考えていきたい。 

坂本委員  保護者の立場として、自分の周りにも待機児童がおり、この制度で待

機児童が減少することを期待している。地域型保育事業は３歳未満が

対象となっているが、災害時の避難体制など保護者が安心して預けら

れるようにしていただければと思っている。 

佐藤委員  認定、認可外保育施設の代表として参加しているが、認定保育施設は

中途半端な立場である。自分たちが安心して働ける職場環境を、制度

的、法的にしっかりと支えてこそ、安心して保育を提供できる。また、

親にとって都合のいいだけの保育ではなく、子どもたちにとって良い

保育現場、教育現場を作っていくには、しっかりとした制度づくりを

していかなければならないと思っている。 

島田委員  放課後児童クラブの立場から参加している。放課後児童クラブでは、

今までは、けがをしないように見守っていくことを目標としていたが、

それとともに子どもたちの考える力、生きる力を育んでいく場所のひ

とつだと思うので、子どもたちにとって居心地の良い場所を作るため

に、学校、地域、保護者、指導員が共通理解を持ち協力をしていかな

ければならないと考えている。 

古川委員  小田原市の将来の人口減、高齢化が予測されており、経済の停滞と労

働力の確保が課題となってくる。女性の積極的な登用や、子育てに十

分な支援をしていく地域にしていっていただきたい。国の指針に即し

たというレベルではなく、さらに踏み込んで、小田原市の現状に沿っ

た子育て支援の内容にしていただきたい。 

松本委員  ニーズ調査の結果が、数年後にそのまま通用するのか。５年、１０年

で状況は大きく変わってしまう。先を読みながら、様々な委員の経験

から意見をいただき、現状を把握、５年、１０年こうなっていくとい

ったところまで踏みこんで進めていただければ、より良いものになる

と考えている。 

武藤委員  幼稚園の立場から話をさせていただく。０歳から２歳は家庭教育で、

親の愛情を注いで子どもを育て、３歳から集団生活の中に入るという

幼児教育が重要である。親の都合ではなく、子どもの立場になって、

私たちが何をしなければならないか、そのあたりをじっくり議論して、

良い子育て論ができることを期待している。ニーズ調査について、３

年後、５年後に何が必要で、何が必要でないのか白紙の状態から議論

してもらいたい。 

松原副会長  保育所の立場からすると、待機児童の問題が大きく、保育所の定員増

を図ってきたところである。今後人口減は避けられないが、待機児童
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の解消は国、自治体の責務であり、働く母親の支援として、0 歳から、

安心して子どもが預けられる受け皿の充実が必要である。それととも

に、保育士の配置、保育室の面積、しっかりした保育・教育等の質の

充実を図る必要がある。また、職員、保育士、教諭が安心して、安定

的に働ける職場が大事である。 

宮川会長  国として、財布をひとつにして、どの子どもにも必要な支援をしてい

くということは一定の評価ができる。ただし、主役は子どもであり、

子どもの実態に即して発達をしっかり支援していくということで、保

育・教育の内容を担保することが求められている。また、自分の興味

があるところでは、小田原ならではの 3 歳児の教育・保育が展開でき

れば良いと考えている。 

 

（２）子ども・子育て会議の役割について 

深井子育て支援新制度準備係長が資料２－１～４により説明を行った。また、資料２－２

により示した区域分け案について、委員に諮り、了解をいただいた。 

【質疑･意見交換】 

加茂委員  区域分け案の図は何を表しているのか。また、江之浦と駅前等では生

き方や考え方が違うと思う。この区域分けで調査を実施すると、かな

り分散した数字になると思うが。 

佐次担当課長  図の細かな線は、大字を表している。今回の案は小田原市全体を 4 つ

に分ける形で区域を設定している。保育・幼児教育のサービスのエリ

アとして、細かくしすぎるとニーズがとらえにくいと考えている。特

別な事情がある地域は、ニーズ調査の中で、大字ごとに分析ができれ

ばと考えている。 

加茂委員  小田原駅や鴨宮駅から通勤している方や、同居率の高い地域もある。

そのあたりを、ニーズ調査が出てきた後も考えていきたい。 

川の東と西を、さらに北と南に分けることの重要性がわかりにくい。

佐次担当課長  市内を区域に分ける場合に色々な考え方があるが、市民生活のすべて

がその区域分けの中で行われるわけではない。データの抽出を考えた

場合にも、大字を無視した形で区域分けを行うと、データの抽出が難

しい。生活圏、サービスの提供も考えて、区域分けをした。 

日比谷部長  小田原市を酒匂川の東と西で分けるのは、一般的な考え方である。ど

ういう形をとっても、皆が１００％満足するエリア分けは難しい。そ

ういう中で、生活圏、自治会単位といったところで、事務局案をお示

ししたところである。 

加茂委員  川本委員から、地域ごとによって、子育て支援センターであがってく

るニーズも違うという話もあった。この区域分けではなく、別の区域

分けでもいいのではないか。通勤などによって、人生プランなども変
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わってくる。 

日比谷部長  小田原市内には 18 の駅があり、どういう分け方が良いかというのは難

しいところである。 

加茂委員  中心市街地と郊外で分けるというのも、一つの考え方ではないか。 

佐次担当課長  中心市街地と郊外で分けるということについては、区域分けをしなが

ら、さらにニーズを大字ごとに分析することは可能と考えている。区

域分けそのものは、4 つの区域でやらせていただければと考えている。

川向委員  川西南部については、緑地区から、片浦、山王網一色まで入っている。

地域によって、状況が大きく違うと思うので、川西南部で①、②とい

ったように分けたほうがよいのではないか。 

佐次担当課長  エリアが大きく、地域的違いがある中で、どのようにニーズを捉えて

いくかということになると思う。計画の中で、教育・保育の提供体制

の確保及び実施時期の設定を行い、エリアの中にどれだけのサービス

提供の事業者があるのかと、ニーズ量を数字で出していく必要がある。

あまりにエリアを細分化してしまうと、ニーズがとらえにくくなって

しまう。地域性に基づいたニーズをどのようにとらえていくかについ

ては、大字ごとに分析をしていくことで、補完的に出していきたい。

松本委員  小田原の一般的なエリア分けになっていると思う。大字ごとの分析が

できるのであれば、この区域分けで問題ないのではないかと思う。 

加茂委員  見た目は大事だと思うので、川向委員の川西南部で①、②に分ける案

は、見る市民にとってビジュアル的な効果があると思う。だた、松本

委員の言うように、伝統的なやり方もあると思う。 

日比谷部長  どの区域分けが良いかという議論はあると思うが、まず、この区域分

けで調査をさせていただき、細かい課題分析をしたいという各委員さ

んのご意見はよく理解できるので、その点はできるだけの精査をさせ

ていただきたいと考えている。今後の調査のスケジュールもあり、こ

の案でご了承いただければと考えている。 

川向委員  川西南部で①、②といったように分けたほうがよいとも思うが、4 つの

区域で調査し、小田原市独自の項目として、大字を入れていただけれ

ばいいのではないか。 

深井係長  調査項目の中では、お住まいの大字をお聞きして、大字ごとという部

分で特徴的なニーズは拾い上げていかなければならないと考えてい

る。基本的にはこの 4 つの区分で分析し、その中で大字を使ってさら

に詳細に分析を行っていければと考えているので、この区域分け自体

については、この 4 区分でやらせていただきたい。 

会長  事務局の案で進めさせていただいてよろしいか。 

各委員  （了承） 

 

（３）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 
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服部子育て政策係長が資料３により説明を行った。 

【質疑･意見交換】 

佐藤委員  トワイライトステイ事業について、未実施ということだが、認可外保

育施設を運営する中で、色々なケースで夜中までお預かりするケース

がある。色々な事業がある中で、何％実施、未実施等の結果の報告が

あったが、そこに色々な思いがあることをもっともっと吸い上げてい

かなければいけないと感じている。資料がわかりにくいので、もう少

しわかりやすくしていただければ、こういった部分が必要というのが

わかりやすくなる。 

日比谷部長  字が小さく、説明も簡素であった。数字も表にする等、今後気をつけ

たい。 

川本委員  母親たちでＮＰＯを立ち上げて子育て支援を行う団体も増えていると

思うが、子育てサークル運営費補助事業のサークルというのはどうい

う位置づけなのか。民生委員・主任児童委員の「地域子育てひろば」

を委託事業としているが、地域の中で母親たちのＮＰＯ団体などは事

業の中に位置づけられるのか。 

服部係長  この助成事業は、サークルを立ち上げるときの補助という形で実施し

てきた。自主的なサークルと、民生委員・主任児童委員の関わってい

るサークルでは、方向性に違いが見られたことから、より地域に密着

した公的なサービスに近づけるため、民生委員児童委員協議会の関わ

るサークルを、「地域子育てひろば」として、研修を行ったり、横のつ

ながりを持たせたりという形で市の委託事業とした。補助事業は縮減

傾向であるので、自主サークルについては、情報をホームページに載

せたりといった運営の支援はしているが、お金の補助としては廃止と

なっている。 

川本委員  今後、地域の子ども・子育て支援事業を考えるに当たって、変更はな

いということか。 

佐次担当課長  現在、子育て支援については、市が直営で行う子育て支援センターと、

地域子育てひろばの 2 本立てを中心に考えている。子育て支援センタ

ーには、初めて子育て支援の場を利用する方が利用しやすいように、

地域子育て広場においては、地域に根付いた生活につながっていける

ような場ということで考えている。母親同士が独自に作っているサー

クルについては、情報提供を行って、色々な情報がいきわたるように

しているところである。今後の地域子育て支援には色々なニーズがあ

ると思うが、現状で足りる部分と足らない部分があるのか精査しなが

ら、有効な子育て支援ができるよう考えていきたい。 

川本委員  地域子育て支援拠点事業で、他は週 5 日の開設なのに、なぜこゆるぎ

だけ、週 3 日の開設なのか。 
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佐次担当課長  こゆるぎは橘地区のタウンセンターの中にあり、開設当時、利用があ

まり多くないのではと見込まれ、経費と利用のバランスの観点で、週 3

日でスタートしたところである。それ以外の 2 日は自由に使えるよう

に子育てコーナーとして利用していただいている。 

川本委員  今後、変わっていくことはあるのか。 

佐次担当課長  地域子育て支援拠点事業についても、ニーズ調査の項目に入ってくる

と思われるので、結果を踏まえながら、利用量を考えていくことにな

る。 

児島委員  他の母親たちと自主サークルの運営を行っているが、運営費補助のカ

ットにより運営が厳しくなっている。運営費をカットした理由を教え

てほしい。 

佐次担当課長  先ほど服部係長からも説明があったが、子育てサークル運営費補助事

業については、もともとは、地域子育て広場と自主的な運営をしてい

る子育てサークルに同じレベルで補助を行っていた。それぞれ、母親

同士のつながりの場と公的にサービスをする場の両方の性格をもって

いるが、地域子育て広場は公的なサービスの色合いが強く、自主的な

サークルは、母親同士の仲間作りという色合いが強い。それぞれ意味

があることだが、経費をどちらのほうに集中させるかという中で、子

育てサークル運営費補助事業を縮小し、行政としては自主サークルに

ついては、情報提供の支援を行い、お金的な部分は、地域子育て広場

のほうに充てていこうということにした。地域子育て広場についても、

利用料を取ったり、地域で持ち出しでやっていただいており、一部を

委託費として出している状況である。 

 

・その他 

武藤委員  ニーズ調査は今後の 5 ヵ年の事業計画に反映するので、真剣に取り組

んでいただきたい。 

加茂委員  ニーズ調査について、母親の立場で書くのと、父親の立場で書くので

は、観点が違ってくる。どういった観点で作られたのか。 

佐次担当課長  この調査票は、保護者が書くことを想定している。問いの中で、父親、

母親どちらが書くか聞いている。調査票については、全国統一的にニ

ーズ量把握をするということが前提となり、国のフォーマットどおり

に実施することを求められている部分もある。その上で、どういった

分析をするのかというところも国で決めてくると考えている。 

加茂委員  国のフォーマットの部分とそうでない部分を明確にしておくと、議論

が速やかになると思う。 

事務局より報酬の件、次回会議日程の件について説明 

閉会 


