
平成２５年度 第２回小田原市子ども・子育て会議概要 
 

１ 日 時 平成２５年１０月８日（火） 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 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、児島委員、佐藤委員、島田委員、古川委員、松本委員、武藤

委員 

（欠席 小宮委員、坂本委員、髙橋委員） 

市職員 飯田子育て政策課長、北村保育課長、福野青少年課長、渡邊教育指導課主任 

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 国での検討の進捗状況 

・ 資料１－２ 基本指針の概要 

・ 資料２－１ ニーズ調査票（案）＜未就学児調査＞ 

・ 資料２－２ ニーズ調査票（案）＜小学生調査＞ 

・ 資料２－３ ニーズ調査票に対する御意見と対応案 

・ 参考資料 子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案） 

５ 傍聴者 なし 

６ 会議内容 

（１）国での検討の進捗状況 

深井子育て支援新制度準備係長が資料１－１、１－２により説明を行った。 

【質疑・意見交換】 

武藤委員  基本指針の理念や内容は良くわかるが、実際の現場でどのようにして

いくのかが分からない。教育と福祉が一緒になってしまっている。保

育所は朝お子さんを預かって、安全に過ごさせてお返しする。幼稚園

は、教育を行い、家庭教育の中での親子のふれあいと合わせて子ども

を育てていくという考え方である。 

宮川会長  基本指針の概要については、ご理解いただけたということで、それを

現実に進めていくにあたって、どのようにするか一緒に考えたいとい

うご意見であると思う。ニーズ調査を進めて実態を掴むということな

ので、ニーズ調査の中身などに照らし合わせながら進めていくという

ことで、よろしいか。 

武藤委員  そのように、お願いする。 

 

（２）ニーズ調査票について 

深井子育て支援新制度準備係長が資料２－１～３により説明を行った。ニーズ調査につい
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ては、今回の質疑・意見交換等の議論を踏まえて、事務局でニーズ調査票の調整を行い、実

施することとした。 

【質疑･意見交換】 

加茂委員  利用している又は利用を希望する教育・保育の実施場所を聞く設問で、

市町村名を聞いているが、他市町村の調査では、駅名で聞いている例

もある。 

 

柏木委員  教育・保育について、現在の利用状況、利用希望を聞く設問で、1 週あ

たりの日数や、1 日あたりの時間を聞いているが、年数についての設問

がない。2 年保育にするか、3 年保育にするかは大きな選択であるので、

その点を聞くことで、ニーズが分かるのではないか。 

小田原市では、公立幼稚園は 2 年保育しかしていない。他市町村では 3

年保育をしているところもある。自分は、3 年保育を希望したので、公

立幼稚園という選択はなかったが、公立幼稚園で 3 年保育をしていれ

ば、選択肢の中に入ったという経験があり、ニーズ調査にもつながる

と考えた。 

佐藤委員  短期間であったが公立幼稚園の臨時職員として働いた経験がある。そ

れ以前は、私立の保育所で、０～２歳を中心に保育をしていた。公立

に３年保育を取り入れてもらえると、選択肢が広がるということだけ

でなく、子どもの育ちを考えても無理なく、子どもたちの自立に向か

っての取り組みができる。 

遠藤委員  ニーズ調査であるので、現状が足りるか足りないかが分からないと、

議論ができない。公立幼稚園が２年では短いという結果になれば、検

討しなければならないので、設問としては付け加えたほうがよいと思

う。 

加茂委員  公立幼稚園が２年であるというところについて、質問して欲しいとい

う他の保護者からも意見を聞いているので、年数を聞く設問はあった

ほうが良い。 

佐次担当課長  希望として、何歳から、教育・保育を受けさせていくか聞くというこ

とであると思う。現在利用している、利用していないにかかわらず、

定期的に利用したいと考える事業を聞く設問があるので、幼稚園を使

いたいと思っている家庭、保育所を使いたいと思っている家庭など含

めて、何歳から使いたいと思っているか聞くことを設問の中に盛り込

む形で検討したい。 

 

遠藤委員  病気の際の対応で、病児、病後児保育施設の利用希望について聞く設

問があるが、病児と病後児という考え方が一般的に分かるかどうか。

理解されていない方が回答すれば、病児でも保育してもらいたいとい
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う希望が多くなると思われる。また、病児の保育は一般の保育士等だ

けではできない。医師のいる医療機関がそういうことを行うとなると、

入院するのかという話にもなる。医療関係者がしっかりみないと、病

児の管理ができない。東京等では病院に併設されているような施設で

やっている。こういう設問でよいのか、ニーズを把握しても実現の難

しい施設ではないのかと疑問に思う。 

武藤委員  遠藤委員と同じ意見である。入院ということではなく、熱が出た場合

などに預ける場所が欲しいというのが、設問の趣旨だと思うが、この

書き方では入院ともとられてしまう。ただ、たくさんはいないが、ニ

ーズはあると思ので、そういう施設が市内にあったほうがよいとは思

う。 

加茂委員  子どもが病気の際に、預け先がなく困った経験がある。施設として難

しい面があると思うが、ベビーシッター業者などで病児保育を行って

いるところもあり、民間の参入も考えられるので、ニーズの把握をす

るのがよいと思う。 

遠藤委員  病児であれば、医者がみるか、保護者がみるかということになると思

うが、兄弟のうち一方が病気の際にもう一方の兄弟をどうするか、入

院の際に付き添いをしなければならないケースなど、いろいろなケー

スの打開策のようなものがないと難しい問題にもなると思う。 

佐次担当課長  病気のときの対応や、宿泊を伴う一時預かりのニーズなどについては、

現実的に１００％対応していくことは難しい。実際にできるかどうか

分からないことについて、聞くのはどうなのかという意見、現実に必

要になる場面があるからニーズを聞くという意見、それぞれよく理解

できる。今回のニーズ調査については、結果を１００％そのとおり実

施するという前提ではなく、どうすればそこに近づけていけるかとい

うことだと思うので、病児・病後児の設問については、このとおり聞

きたいと思う。そのうえで、病児、病後児の説明を詳しく載せる形で、

理解をいただけるような形に修正したい。 

遠藤委員  具体的な例を示して、具体的にどのようなニーズがあるか、書けるよ

うにしたらどうか。 

佐次担当課長  なるべく適切な回答になる様に検討させていただきたい。 

 

加茂委員  基本指針に妊娠出産期から切れ目のない支援を行っていくとあるが、

ニーズ調査票に妊娠出産期に関する質問がない。ファミリサポートセ

ンターの産前産後家事支援を受けた経験があり、例えば、妊娠出産に

対するサポートにどんなものが必要か聞く設問があっても良いのでは

ないか。 

佐藤委員  実家が遠いなど、里帰り出産がどうしても無理な方がおり、どのよう

3 



な事業があるのかもご存じないケースもあるので、設問を追加するの

はよいと思う。 

児島委員  具体的にできるかどうかは別にして、どのような支援が必要かという

ニーズを把握するのはよいことと思う。 

川向委員  良い提案だと思う。こんにちは赤ちゃん事業を行っていることを知ら

ない方も多い。ファミリサポートセンターがあることは知っていても、

利用料が良くわからないという方も多い。 

佐次担当課長  妊娠期から出産期についてのサービスについて、項目を列挙して、聞

く設問を追加する形で、検討したい。 

宮川会長  こんな項目があればというものがあれば、事務局に伝えていただきた

い。 

 

加茂委員  事業内容と利用料に児童養護施設についての説明がない。施設に聞い

たところ、出産などで上の子どもを預けるところがなく、立ち行かな

くなったりしたケースで子どもを預かる機能もあるということなの

で、ピーアールしたらどうか。 

佐次担当課長  児童養護施設でお子さんを預かる場合には、児童相談所が関与して、

虐待やそれに類するような状況、あるいは、それ以外に選択肢がない

のか、という観点で判断して、対応を行っているようである。一般的

な子育て支援サービスとは切り離して考える必要があり、ニーズ調査

として聞いたり、ピーアールしたりというのとは性質が違うのではな

いかと考える。 

加茂委員  児童養護施設の存在を知らない方もいると思うので、情報を提示する

だけでもしてはどうか。 

佐次担当課長  児童養護施設で地域に開かれた施設としてイベントなども行っている

が、小田原市にそのような施設があるからといって気軽に預かりで利

用できるというものではない。一般的なニーズ調査にそういったピー

アールを入れていくのが適切なのかは、内部で検討させていただく。

 

遠藤委員  事業内容と利用料の資料をつけるようだが、利用したいと思った時に

どこに問い合わせていいのか分からない。また、病児保育については、

病院に併設されているが経営がうまくいってないところや、企業が設

置しているが質に課題のあるところもある。難しい施設だということ

は理解していただきたい。 

 

松原副会長  簡単、簡略に答えていただいて、正確に結果を把握したいというのが、

調査の目的だと思うが、調査票の量が多く、一般の市民の方がどれだ

け真剣に答えてくれるか、心配である。これ以上、情報などを加える
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のはどうか。もしやるのであれば、別紙にするなど、必要最小限にす

べき。 

佐藤委員  先ほど議論になった妊娠期から出産期についてのサービスについての

設問は必要なものである。どれだけ真剣に回答してくれるかという話

があったが、本当に切羽詰っている方や、子どもたちの置かれている

現状を真剣に考えている方もたくさんいる。調査票の質問は多いが、

保護者の方が、その中でもここだけはということを選択して書けるよ

うに、この調査票の設問は必要不可欠だと思う。 

宮川会長  調査を投げかけ後、どれくらいの方が回答してくれるか、例えば、保

育所や幼稚園で呼びかけるなど、サポートできればと思う。 

 

武藤委員  小学生対象の調査については、学童保育の充実に向けての調査だと思

うが、小学校自体をもっと活用できないかと思う。放課後に小学校を

利用できれば、学童保育を利用しなくてもよいと希望している保護者

もいるのではないか。そのような希望を聞く設問を追加してはどうか。

佐藤委員  自分の施設でも、学童の預かりを行っている。学校の放課後児童クラ

ブでは、迎えの時間が合わない方もおり、８時くらいまでお預かりし

ているケースもある。学校の活用という話があったが、朝から放課後

まで学校という同じ空間にずっといることや、人数が少なくなると、

学校という広い空間の中で目が届かないという問題もある。ニーズに

ついては、放課後児童クラブに対する要望を聞く中で吸い上げられる

ので、小学校の活用について聞く必要はないのではないか。 

加茂委員  将来的には民間学童を使って新幹線通勤をしたいと考えている。安全

面は大事なので、学区開放などの制度についての設問を増やしてはど

うか。 

武藤委員  できる、できないは別として、保護者がどのようなものを要望してい

るか聞くことはかまわないと思う。要望が多ければ、方法を検討して

いけば良い。選択肢は多いほうがよいと思う。 

佐藤委員  平成２７年度からの新制度では、認定保育施設については、認可にな

るか小規模保育施設になるか選択肢することになり、その場合、学童

保育が出来なくなるのでは、という方向になっている。学童の受け皿

がしっかりできれば良いと考えているが、調査の中からあがってきた

ニーズによって、制度をどうすればよいか考えていけばよいのではな

いか。 

児島委員  小学生へのニーズ調査は、子どもの放課後の居場所を考えるというこ

とで、ニーズを吸い上げるということだと思う。相模原市の例では、

放課後児童クラブと放課後子ども教室の両方を実施しているケースが

あるので、紹介させていただく。 
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柏木委員  未就学の調査と小学生の調査でボリュームの差がある。学校開放は、

目が届かないなど難しい面もあるが、ニーズを把握するという意味で

はよいのではないか。 

武藤委員  学校開放は、管理が難しいという面はあるが、それは方法論であって

ニーズを調査するのはよいのではないか。また、学年の違う中でのつ

ながりが出来るのも良いと思う。 

宮川会長  小学生が放課後を過ごす環境について、今後望むことを聞く設問の中

に、「学校関係の資源」のような選択肢を加えることでどうか。 

加茂委員  制度についての設問を追加すべきではないか。 

佐次担当課長  放課後児童クラブについては、働いている方しか使えない。それ以外

の方の過ごし方はいろいろある。その中で、放課後の過ごし方につい

て、課題があるということで、委員の皆さんのご意見は理解できたと

ころである。今回の調査では、放課後を過ごす環境そのものについて

意見を聞くということを考えており、小学校を使うこともひとつの方

法であるが、その他にも街区公園や公民館を使うなど、さらには人の

配置も含めて考えていく必要があるので、場所を限定するのではなく、

どういった機能が求められているのかの把握を狙って、設問を設定し

た。どういった機能を求めているかを調査で把握した上で、どういっ

た形で実現できるか考えていきたい。 

武藤委員  ニーズ調査が働いている人が対象になっているように思う。預かって

もらえないと働けないというニーズばかりではなく、働いていない方

でも、友達関係作りといった意味でも、利用したいというケースもあ

ると思い、提案した。 

加茂委員  せっかくの調査の機会であるので、設問を増やしてもよいのではない

か。 

佐次担当課長  小学生については、国のほうでもニーズ調査をやりなさいということ

にはなっておらず、設問を絞っている。 

設問を増やす、増やさないという是非ではなく、事業を限定せずに、

機能としてどのようなものが必要か聞くほうが適切ではと考えてい

る。小田原市では、スクールコミュニティ事業等、地域の物的、人的

資源をうまく使いながら、方法を考えていくという形で展開している

こともあり、具体的な制度や方法論を示して聞いていくというのは、

現状の小田原市の方向性と合わないとも考えているので、ご理解いた

だきたい。 

宮川委員  それでは、この議論を踏まえて事務局で検討していただきたい。 

 

小関委員  小学生対象の調査で、「民間事業者での預かり」という、選択肢が出て

くるが、事業内容の説明を追加してはどうか。 
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佐次担当課長  現状では、認定保育施設の中で預かっていただいているが、認定保育

施設が新制度の中で変わっていくという中で、明確に表現できなかっ

たという事情があり、こういう表現にした。 

 

宮川会長  この場ですべての設問について結論を出すことは出来ないので、この

場での議論を子ども・子育て会議からの意見ということで、最終的な

設問は事務局で検討していただいて、ニーズ調査を実施するというこ

とでお願いしたいと思う。 

 

松原副会長  子ども・子育てを社会全体で考えていこうということでのニーズ調査

だと思う。今回の調査対象は、未就学児、小学生を無作為抽出してと

いうことだが、これから子どもを産む世代や、子育てを終えた方にも

考え方を聞いたらよいのではと思う。今回の調査と同時でなくても、

調査が出来たらよいではないか。 

松本委員  未就学児の調査を実際にやってみたが、大変だった。自由記入欄を増

やして、設問を少なく出来ないかとも思う。 

また、記入者が、父親なのか、母親なのか聞く設問もあるが、父親、

と母親ではだいぶ意見が違うので、世帯に１部ではなく、父母それぞ

れが書けるように、または、祖父母や子育てが終わった方も回答でき

るように、配布できないか。 

佐次担当課長  社会全体で子ども・子育てを考えていかなければならないというのは

重要な考え方だと思う。今回のニーズ調査は、教育・保育の必要量そ

のものを計っていくという部分が目的になっているので、今のご提案

は、今回のニーズ調査の中では難しいと考えている。計画策定の際に

は、パブリックコメントという形で、いろいろな世代、立場の方から、

ご意見をいただいていきたい。 

 

（３）その他 

事務局より議事録の公開、次回会議日程等について説明。 

その後、全体を通しての質疑・意見交換 

 

加茂委員  ニーズ調査票の回収率向上のため、チラシを作る予定はあるか。 

佐次担当課長  回収率向上のための、広報・周知については考えていきたい。各施設

にチラシを掲示していただく等のご協力をお願いしたい。 

 

閉会 


