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平成 26年度第５回柏原市子ども・子育て会議会議摘録 

開催日時 平成 26年 7月 29日（火）午後 2時 00分から午後 4時 30分 

開催場所 柏原市健康福祉センターオアシス 

議 題 １ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（１）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策について 

（２）新制度施行に伴う各種基準条例（案）について 

（３）公立施設の民営化等による幼保一元化ガイドライン（案）について 

（４）その他 

４ 閉会  

出 席 者 

委 員 

谷向委員、小松委員、川渕委員、近藤委員、田中委員、 

中野委員、西委員、西村委員、福岡委員、藤宇委員、 

【計 10人出席】 

（４名欠席 三木委員 北畑委員 永野委員 東森委員） 

事務局 

己波理事（健康福祉部子育て支援課） 

中川課長（健康福祉部こども政策課） 

石橋課長補佐（健康福祉部こども政策課） 

東主幹（健康福祉部子育て支援課） 

勝田主査（健康福祉部こども政策課） 

吉田課長補佐（教育委員会社会教育課） 

議事の内容 

【開 会】  

事務局（中川） お待たせしました。定刻となりましたので、ただいまより第５回の柏

原市子ども・子育て会議を開催させていただきます。 

現在の出席人数ですが、委員 14 名中８名となっております。従いま

して、過半数の出席がございますので、子ども・子育て会議条例第４条

第２項の規定により、会議が成立していることをご報告申し上げます。 

それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

谷向会長 本日は、地域子ども・子育て支援事業の方の量の見込みと確保につい

て、皆さんのご意見をまた賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

まず、案件に入る前に、傍聴許可について委員の皆様にお諮りしたい

と思います。本日の会議の傍聴を希望する方がいらっしゃいますが、本

日の案件についての内容は、特に個人情報などありませんので、公開で

入っていただいて支障ないと思います。いかがでしょうか。 
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一同 （異議なし） 

 

谷向会長 ありがとうございます。それでは、傍聴を希望する方がいらっしゃい

ますので、入場をお願いいたします。 

 

【議 事】 

 

 

谷向会長 それでは、案件に入っていきたいと思います。事務局の方から、まず

はよろしくお願いいたします。 

 

事務局（石橋） それでは、案件の方に入らせていただきます。 

本日の案件ですが、一つ目といたしまして、地域子ども・子育て支援

事業の量の見込みと確保方策についてということで、こちらの方は、

前々回、地域子ども・子育て支援事業ということで 13 種類の子育て支

援に関する事業がございますという説明をさせていただいたかと思い

ます。本日はその中の６事業につきまして、ニーズ調査に基づいた量の

見込みとその確保策というところをご説明させていただきまして、ご意

見等をいただきたいと思います。 

そして、案件の二つ目、三つ目ですが、二つ目については前回の会議

で、新制度施行に伴う各種基準条例ということで、三つの条例（案）に

ついての市の考え方という形でお示しさせていただきました。その際、

少しボリュームがあるということで、一度お読みいただいて、今回の会

議でご意見等お願いしますということでしたので、今回、それに対する

意見をいただきたいと思います。案件三つ目についても、前回の会議で、

公営施設の民営化等による幼保一元化ガイドラインという形でお示し

させていただきました。これについても今回の会議でご意見等いただけ

たらと考えております。 

それでは、一つ目の案件に入らせていただきます。 

（資料１に基づいて説明） 

谷向会長 それでは、時間外保育事業、延長保育事業と呼ばれる事業について、

見込み量の概算が出てきましたが、ご意見ございませんでしょうか。 

 

谷向会長 時間外保育事業の概要をお伝えいただきたいのですが、その 11 カ所

の保育園においては、大体何時から何時の時間外保育を設定されていま

すでしょうか。 

 

事務局（石橋） ６時半から７時の 30 分間を延長保育と呼んでおります。７時半から
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18 時半までの 11 時間というのが基本の保育所の開所時間ですので、そ

れを超えて保育することを延長保育と呼びます。柏原市においては６時

半から７時を対象としております。 

 

谷向会長 民間の施設も横並びですよね。 

 

事務局（石橋） そうです。 

 

谷向会長 負担費用のほうはどうなっているのでしょうか。 

 

事務局（石橋） 200円でございます。 

 

谷向会長 ということですが、時間外保育事業の見込み量について何かご意見ご

ざいませんでしょうか。 

今日は保育園の代表のお母さんがお休みということですけれども、要

望とか何かございましたら言っていただけたらと思います。 

 

川渕委員 ６時半から７時という時間は、固定ということでよろしいですか。 

 

事務局 延長保育については、市によっては様々です。もう少し長くやってい

るところもありますし、開所時間前にやっているところもありますの

で、時間については今後のニーズをみて、どうしていくかというところ

です。 

 

田中委員 23 年度から 25 年度の 200 人台の実績が、27 年度からは人数が増える

ということがこの表の中に表れているんですよね。 

 

事務局（石橋） 実績に比べると若干増えるということです。 

 

田中委員 見込み量は実際の約３倍からと見たらいいのですか。 

 

事務局（石橋） ３倍というのは補正前の数値になります。ニーズ調査をもとに国が示

す計算方法で見込み量を算出すると３倍ぐらいになり、少し増え過ぎか

なというところがございますので、補正をしました。一段下の段に調整

値を示しています。補正後の数値で平成 27年度 297人となっています。 

 

田中委員 上の１行目が実績と補正前の数値で、補正後の見込みはこの網掛けの

分というふうに見たらいいわけですね。分かりました。 
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谷向会長 保育所の方から、例えば延長保育の時間等について要望があまり出て

いないようにお聞きしています。雇用時間とか非常勤の方の常勤化とい

う意味合いもありますけれども、今後、事業主さんなんか、そのあたり

どう感じておられますか。 

 

川渕委員 市外で働いている人なんかにしたら７時はぎりぎりかなと思います。

事業主さんが延長したいということで延長できるのですか。市の条例を

変えたりとかが必要ですか。 

 

事務局（石橋） 保育所の延長保育時間を変えるために条例改正の必要はありません。

民間事業主さんがサービスとしてやるということであればやるという

形になると思います。ニーズ調査の利用希望を見ましてもそんなには多

くないですね。19 時から 20 時というのが 1.8％と若干名はおられます

けども、おおむね 19 時までを希望されている方が多い傾向になってい

ます。 

 

川渕委員 そうしましたら、来期についてはこの固定の時間で考えるということ

でよろしいですか。それ以降は今後の方向を見てということですね。は

い、分かりました。 

 

谷向会長 ほか、特に何かご意見、ございませんでしょうか。ないようでしたら、

次の事業の説明をお願いします。 

 

事務局（石橋） では、子育て短期支援事業に移りたいと思います。 

（資料１に基づいて説明） 

谷向会長 この事業については、あまりご存じない方も多いんじゃないかと思い

ますが、例えば出産で上のお子さんを預ける場所がなかったりとか、最

近では、関東の方のお友達の結婚式に行くのにお子さんを預けてとかと

いう利用の仕方もあります。それから、少し子育てがしんどいなと思っ

ておられるお母さんが、リフレッシュのために利用されたりということ

もあります。利用は１週間をマックスにしていますからね。１週間を限

度に子どもを預かってくださる。おばあちゃんとか田舎があれば、そう

いうところへ行くというのも一つの手でしょうけども、そういう田舎の

ない、おばあちゃんがいないご家庭にとってはリフレッシュの機会を持

つということで、結構いろんなところで広報はされているかと思います

が、あまり周知されていない面もあるかもしれないです。 

いかがでしょうか。 
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西村委員 現実はどんな人が利用するケースが多いんですか。 

 

事務局（石橋） 今、会長がおっしゃったような感じです。 

 

西村委員 ちょっと子育てがしんどいと思った人が預けたいとかが、多いんです

か。その辺は把握していないですか。 

 

事務局（石橋） そういうケースも中にはありますが、パーセント的には少ないです。

年によりますが、そういう人が頻繁に使って 25人とか 17人とか、多い

数字が出ている年もあります。 

 

西村委員 利用者が急激に減っているというのがね。 

 

事務局（石橋） たまたまちょうど利用があったということでしょうか。 

 

西村委員 たまたまですかね。やっぱり周知が足りないんでしょうね。 

 

藤宇委員 利用の手続とかはどうなっているんですか。例えば預かっていただき

たいなと思ったら、面接とかがあったりするんですか。 

 

事務局（石橋） 市役所への申請になります。申請がありましたら預かっていただく施

設に空きを確認しまして、大丈夫だということであれば、当日、直接施

設に行っていただく形をとっています。特に事前の面接とかはありませ

ん。事前に電話等でやりとりして、お子さんの引き渡しというか、預か

ってもらうときに、いろいろ説明していただいてという形です。 

 

藤宇委員 親子で面接ですか。子どもが嫌だとか、大変なことだってあるかなと

思ったりするんです。親御さんはその気持ちがあっても、やはり入るの

は子どもなので、子どもの気持ちとか。 

 

事務局（石橋） 事前の面接はないので、当日、子どもを連れていったときに聞き取り

等をされてという形になります。 

 

西委員 そしたら、例えば０歳児の子とかを預けて、対処とかをしてくださる

先生もその児童養護施設の中で一緒になって見てくださるということ

になるんですか。もとからおられる方たちと一緒に見てくださるという

感じになるのですか。 
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事務局（石橋） 児童養護施設での預かりになりますので、そこに入所されている子ど

もたちと一緒に見るということになります。 

 

田中委員 この３施設というのはどこですか。 

 

事務局（石橋） 南河学園、武田塾、八尾の母子自立支援施設です。 

 

田中委員 はい、分かりました。 

 

西村委員 田中先生がご存じないぐらいだから、やっぱりそんなに周知徹底され

ていないというのが分かりますね。 

この事業はすごくいい制度だし、やっぱりお母さんで、子育てがしん

どい人とか、障がい児とかの育児疲れとかありますね。 

うちは自閉症の皆さんも来るんですけど、ものすごくしんどいお母さ

んも多いので、そういう人に余裕ができるようにしてあげたいですね。

ただ、結構ハードルがあるんですよね。気軽に行けるという雰囲気はあ

まりないので、気軽に行くお母さんは少ない。どうですか。 

 

近藤委員 知りませんでした。それに、やっぱり泊で預けるというのは抵抗があ

ります。でも、出産時なんかは上の子をどうしようと思っていたので、

その時に事業を知っていたら、気持ちが違っていたと思います。 

例えば母子手帳を配るときに紙を入れておくとか。母子手帳に書いて

あるのかもしれないんですけど、手帳を配るときとかにちょっと説明が

あったら、困っている人は「あ、いいな」と思って、出産のときなんか

すごく助かるんじゃないかなとは思ったりします。 

でも、現地に連れていかないといけない、というのがちょっとなかな

か大変です。近くではなかったりすると、子どもを連れていくというの

が、妊婦さんにとっては大変なのかなと思います。やっぱり新生児がい

る人なんて動けないのかなと思ったりはします。 

 

福岡委員 誰でも受け入れますという体制ではないですよね。例えば出産で大変

とかいう確実な事情があればいいんですが、ちょっとリフレッシュとい

うとその境目が難しいというか、基準とか、そういうのはあるんでしょ

うか。 

今は知らないから預けないというのがあると思うんですけど、今後、

周知されて、例えばみんなが知っている状態になったときに、「ああ、

ちょっと１週間子どもを預けてゆっくりしたいわ」なんて気軽な気持ち
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ではやっぱり預けられないですよね。そのあたりの基準というのはどう

なるんでしょうか。受け入れするかしないかというのは。逆に難しくな

るのかなと思ったりもするんですけど。 

 

西村委員 基準が明確な方がいいんじゃないですか。この基準だったら必ず預か

りますよというような基準。 

 

事務局（中川） 児童養護施設で対応していますので、キャパの問題があります。特に

養護施設というのは結構子どもさんが入られていますので、事情によっ

てはお断りしないといけないこともあります。 

まずはその施設さんに、「今、大丈夫ですか」と相談をかけるように

しています。「今、いっぱいです」とお断りされてしまうと、保護者の

方にも今回は見送ってもらうこともありますし、それが内容によって緊

急性があるということであれば、家庭相談につないで、どうしても入れ

ないといけないということも検討をそこでさせていただきます。 

お母さんのリフレッシュでも預けることはできますが、内容によって

は、今回はお断りするということも出てきます。これは預かることがで

きないな、という話であれば、別の一時保護的なことに持っていくとい

うこともあるんですけども、一応、門戸としましたら、お母さんのリフ

レッシュでもどうぞという形まで広げているような形です。 

 

西村委員 お母さんがリフレッシュで預けたいというのは、やっぱりよっぽどの

ことだと思います。リフレッシュしたいとはなかなか言えないですよ。

やっぱり間口を広くした方がいいですわ。 

 

事務局（中川） 産じょく後とか、お母さんが産後でしんどいとか、そういう条件のリ

フレッシュです。 

 

事務局（石橋） 単にリフレッシュじゃなくて、先生がおっしゃったように、子育てに

しんどさを感じている場合のリフレッシュということです。 

 

西村委員 それを隠して間口を広くしないと、やっぱりしんどい人こそ言ってこ

ないわけですので。本当にしんどい人に社会福祉ってなかなか届きにく

いものです。だから、誰かが言ってあげてでもやった方がいいときとい

うのはあると思います。 

 

西委員 これは１回お幾らとか、そういう形のものですか。 

 



 8 

事務局（石橋） 市府民税の非課税の方、生活保護世帯の方とか、その辺の段階によっ

てきて、それぞれです。 

 

谷向会長 基本的には、しんどいというのは主観的な問題ですので、なかなか客

観的に「あなたはましでしょう」とは外から判断できないところがある

と思います。広く門戸を開けていただいた上で優先的にということはあ

ると思いますけれども、まずは知っていただく、利用していただくとい

うことが肝心かなということですね。 

児童委員の方とか、西村先生なんか、今後はいろいろお勧めいただい

たらよろしいですね。 

 

西委員 でも何か勧めるタイミングが難しいですよね。そんなに利用する気持

ちのないお母さんだっていらっしゃるし、こちらから見たらしんどいよ

うに感じても、やはり「子どもは自分でみる」と思われるお母さんもい

らっしゃいます。そういった相談があったときに、こんな窓口があるか

ら、ちょっと聞いてごらん、というふうにつなぐことしかできないかな

と思ったりもするんですけども。 

 

谷向会長 そうですね、情報提供というかたちもありますね。 

 

西委員 そうですね。その場合、窓口は子育て支援課なんでしょうか。 

 

事務局（中川） 子育て支援課でも、ほっとでも、アゼリアでも、公的な施設であれば

対応させていただいてつながせていただきます。 

 

谷向会長 子どもにとったらすごくしんどいと思います。 

 

藤宇委員 そうですね、実際、子どもにとっては…。 

 

西村委員 とりあえずそんなのを一元化して電話番号を書いておいたらいいん

じゃないでしょうか。何かしんどくなったらここへ電話を、と広報に掲

載したらいいのではないですか。そしたらもっと役に立つというか。ど

んな問題があるのかも聞けますし。 

 

田中委員 今、子育て会議をしているのだから、このメンバーか誰か代表者がそ

この施設に見学に行くとか、あるいはパンフレットを作って母子手帳を

もらいに行くときに、こんなのがありますよとか言えるような環境をつ

くっていくとか。そういうのを含めての子育て会議と思います。 
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谷向会長 いろんなアイデアを出していただけたらよいと思います。 

 

田中委員 今のもいいアイデアだと思いますけども、市は大変でしょう。 

 

事務局（中川） 子育て情報紙「ほっと情報」紙、そこにはご案内を掲載しています。 

 

田中委員 載っているんですか。 

 

事務局（中川） ただ、やっぱりもっともっと周知していくべきだというご意見をいた

だきましたら、それは今後の、参考にさせていただけると思います。 

 

近藤委員 ショートステイと書いてあって、何となく意味は分かりますが、どん

なときに利用するものかというのを、今聞いて、初めて、「ああ、なる

ほど」と思ったので、出産時などとか慶弔時にお預かりしますという、

具体例があったら、ちょっと身近に感じて、「こういう事業があるんだ、

覚えといたらいいよね」という感じになるのではないかと思います。 

 

西委員 広報なんかには載っているんですか。 

 

事務局（石橋） 広報に定期的に載せていることはないですね。 

 

西委員 「ほっと情報」はいろんな施設に置いているのですが、やはり自分に

必要なことしかしっかり見ないと思うし、特定された方しか見ないの

で、広報とかに定期的に載せていただいたらと思います。こんな場合に

はこんな事業が利用できるということを掲載すると、そのときにふっと

「行きたいな。行かせてみようかな。」と感じる方がいるかもしれない

し、そのタイミングが一番目に止まるのではないかと思います。 

 

事務局（中川） 今後、周知に努めていくようにさせていただければと思います。そし

て今、「ほっと情報」紙にさまざまな文言で周知させていただいている

のをもう少し皆さんに広げてと思います。 

 

谷向会長 養育訪問支援ですとか、乳幼児健診とか、ちょうどしんどい時期なん

かのところで、相談場面でまた情報提供していただければどうかなと思

います。 

 

事務局（巳波） 市としましたら、今からお持ちするこの「ほっと情報」紙を、できれ
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ば子どもさんのいるご家庭全部に配れたら一番いいと考えています。た

だ、予算がございますので、これも広告等の掲載で印刷しているという

ような状況ですので、何とか来年度作成のときにはもう少し予算を増や

して、出生届を持ってこられた方には必ず渡す的なことをやっていけた

らと考えています。 

 

中野委員 出産期にもらった情報紙というのは、もらったときには目を通すんで

す。自閉症の子というのは大体３歳前ぐらいに診断を受けるので、０歳

児のころに見た情報は多分忘れちゃうんですよね。やっぱり広報の方

が、ちょうど３歳になって悩んでいたときにぱっと目についていいと思

います。ちょっと使おうかなというタイミングにはなるかなと思いま

す。 

 

事務局（巳波） 見ていただいたら分かりますように、この情報紙は 2014 年のもので

す。情報紙は毎年作っていますので、中身も少しずつは変わってきます。

本来だったら、毎年毎年、子育て中の全家庭に配れれば一番いいんです

が、予算的にしんどいところがありますので、できるだけ子どもさんの

おられる家庭にどうしたら渡っていくかなということを検討していか

ないといけないとは思っています。 

 

事務局（中川） 情報紙 33 ページをみてください。ここではリフレッシュという文言

にはなっていないんですけども。 

お困りのときは家庭児童相談室というのがありますので、そっちで相

談していただいたら、利用できる事業等を丁寧に説明するやり方をとっ

ています。いきなりこのショートステイだけを広報にぼんと載せるので

なく、何か相談事があったらそういうところに電話をかけてくださいね

という掲載になっています。 

 

西村委員 相談の電話はどのぐらいの頻度でかかってきますか。 

 

事務局（東） 子育て相談ですか。そんなにたくさんかかってはこないですが、遊び

の広場とかの施設を利用されたときに、「ちょっと相談に乗ってほしい」

という形で相談を受けたりとかというのはどこの施設でもあるみたい

です。 

 

西村委員 そういうふうに施設に相談しているのを、気軽に相談できるように、

何かあったらいつでもここに電話を、という窓口があればすごくいいん

じゃないですか。 
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あと、この作り方ですけど、ちょっとごちゃごちゃしているんですよ

ね。いろんな情報が含まれているけど、なかなか自分の思う情報にたど

り着かない。これはネットに載せているのですか。今の若いお母さんの

８割はネットを使うんです。こういうものはほとんど見ないので。やっ

ぱりネット情報が必要です。どうですか。 

 

中野委員 何か調べたい、分からないことがあったら、すぐパソコンとかスマホ

とかで調べるのがもうほとんど主流になっていますね。 

 

西村委員 情報紙は奥にしまってありますよね。 

 

中野委員 そうですね。もう本棚のすき間に多分埋まっていると思います。 

 

西村委員 情報紙はもちろん必要なんですけど。 

 

事務局（中川） せっかくのご意見ですので、ホームページ等の情報提供も検討してい

きたいと思いますし、広報なりでも、ショートステイという事業の周知

というよりも、お困りのことがあればこういう電話番号にいつでも気軽

にかけてください、というような周知については一度検討させていただ

ければと思います。 

 

近藤委員 でも、情報紙の「子どもを預けたいときは」のページはとてもいいと

思います。このまま市のホームページにあればいいと思います。いろん

な理由で預けたい人が、泊まりでも預けられる、と選べるじゃないです

か。このページがホームページにあったら、困ったなと思うときとか見

られていいんじゃないかなと思ったりします。 

 

藤宇委員 乳幼児健診とか３歳半健診とか、そのあたりだったら皆さん悩んでい

らっしゃる方も多いと思うんで、そのときにこんなのがありますよ、と

ちょっとアドバイスしてくださったらもっと周知されるかもしれませ

んね。 

 

近藤委員 この前の広報ですが、最初の開けたところに子育て情報が載ってい

て、見やすくてとても良かったと思います。同じのがいつも後ろの方に

載っているんですけど、最初のページだからやっぱりよく分かります

し、すごくいいなと思って見ました。 

 

谷向会長 子育て短期支援事業については、今のところフルに活用されておりま
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せんけれども、見込み量に関しては事務局の補正方法でよろしいでしょ

うか。 

 

川渕委員 見込み量に関してですが、この供給数というのが確保方策で 720人日

ということなんですよね。先ほどの説明からすると、施設の空きがなか

ったら、それは利用数０ということなんですよね。その日は。 

 

事務局（石橋） そのときにいっぱいであれば、720 人日から欠けてしまうことになり

ます。 

 

川渕委員 そう考えたら、結構埋まっているというお話もありますので、720 人

日ってちょっと多過ぎじゃないかなと思うんです。 

 

事務局（中川） これ以外で根拠のある係数が見つけられなかったということで。あ

と、見込みからすれば、これが 500であっても確保はできているよねと

いう判断をさせていただいて、今心配いただいているいっぱいだったら

断らざるを得ないような状況というのはちょっと加味せずに、今回、こ

の確保方策にはさせていただいています。 

 

小松副会長 空いていなくてお断りされたというのは、この 22年度から 25年度の

４年間でどの程度の実績があるのですか。 

 

事務局（中川） 私が担当していたのはそれより以前でしたので分かりかねます。 

ただ、１つの施設には断られたけど、他の施設でオーケーだったとい

うことで、実際に窓口に来られてどこもいっぱいでしたというケースは

今まではありません。第１希望じゃなくて第２希望のところで受け入れ

てもらったというケースはありました。 

 

藤宇委員 受け入れてくださる施設自体は広いし、多分、今日は無理ということ

はないと思うんですが、見てくださる職員の方の関係があるということ

でしょうか。例えばこの日は職員が３人だからお泊まりは無理とか、そ

ういう感じの…。 

 

事務局（中川） 対応できないからということもあるとか… 

 

藤宇委員 はい。あの場所の広さ的にはきっと…。 

 

谷向会長 年齢によって定員があるんです。 
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事務局（中川） その辺、何でだめなのというところまで突っ込んで聞けてはいないん

ですけれども、お泊まりですので、男女の別も子どもでもやっぱりしな

いといけませんし、例えば男の子ばかりで、そこに１人女の子を入れる

ことはできないのかなと、推測はしているのですが。 

 

谷向会長 今のところ必要ないと思いますけれども、契約施設を増やして受け入

れ枠を増やすということもあるのではないかと思います。 

 

事務局（中川） ただ、柏原市内でお願いできる施設が現在は二つ、それと八尾のとこ

ろに一つお願いして、現在三つですので、もし探すとなれば、柏原から

離れた施設との契約になってしまいます。東大阪とか、ちょっと実現性

がないというか、構えていただいてもそこに預けるというのは、利便性

からしてなかなか難しいのが現状だと思います。 

 

谷向会長 現実的ではない。 

 

事務局（中川） はい。幸いにして柏原市には児童養護施設が二つありますので、この

二つに今はほとんど担っていただいているような状態です。 

 

谷向会長 よろしいでしょうか。 

それでは、次の地域子育て支援拠点事業の見込み量について説明をお

願いしたいと思います。 

 

事務局（石橋） 地域子育て支援拠点事業です。 

（資料１に基づいて説明） 

谷向会長 具体的には、ほっとステーションと、たまてばこと、ドレミファごん

ちゃん、この３カ所がつどいの広場で、それから子育て支援センターは

スキップＫＩＤＳ、ここのところと、それから国分のハローＫＩＤＳと、

もう一つはどこでしたか。 

 

事務局（石橋） まぶねさんです。 

 

谷向会長 まぶね保育園に併設されているところですね。 

 

事務局（中川） 先ほどの情報紙の 11ページから 15ページに掲載しております。 

 

谷向会長 ちょうどいいですね。情報紙の 11ページから 15ページが、この地域
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の子育て支援事業に該当するということでございます。 

 

西村委員 これ、どんどん減っていくというのは、在宅が減るということで、要

するにみんな働き出すということでしょうか。 

 

事務局（石橋） 需要が減るのと、あと少子化で子どもも減るのが理由です。 

 

西村委員 この事業の目的は、要するにお母さん同士が知り合いになるとか、横

のつながりを広げるということですね。だけど、減っていったら、横の

つながりを広げる場がなくなるんじゃないですか。なくなるというか、

みんなが働き出してなかなか持てなくなる。やっぱりそういうつながり

って大事と思うのですが。 

 

事務局（石橋） 保育所入所等をされるとやっぱりこういう施設を利用するお母さん

は減ります。ですが、保育所でもつながりを広げることはできますから。

前回委員会で説明したとおり、お迎えの時間にある程度の時間を取って

お母さん同士話していただくとか、そういう機会も設けましたので、そ

のような場に移っていくという形になるのかなと考えております。 

 

谷向会長 ほかにご意見ありませんか。 

 

小松副会長 大きいことではないのかもしれませんが、曜日のかぶりとかがあると

困ります。あと週末の開催も考えていただきたい。週末にもされている

ところも一部はあるみたいですが、実際にやっていても他と実施がかぶ

っているというか、同じ時間帯に開催してしまうと、どっちかには行け

るけど、どっちかは行けないことになります。 

 

事務局（巳波） それにつきましては、現在、柏原市で行っております子育て支援セン

ター、つどいの広場、あるいは保育所でやっています園庭開放、そうい

うのも全部含めて見直しをかけるために、まず今、何が行われているの

かというのを一体的に把握する作業をしています。 

それに基づいて、曜日がここのところは重なっていてどっちにも行け

ないとか、あるいはここの曜日は空白だとかというのを洗い出しをし

て、あとは年齢的にここの部分が手厚いけれどもここの部分は手薄にな

っているというような見直しをしていく予定です。今現在はそのための

作業中ということで、来年度には事業すべてについて、洗い直しをした

いとは思っています。 

今までの経過としまして、国分地区と柏原地区ということで、それぞ
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れのセンターで事業を一定立ち上げてきたものですから、もうここらで

一度整理をちょっとしないといけない状況であることを痛感していま

す。見直しについては現在、作業中ですので、もう少しお待ちいただけ

たらと思います。 

 

小松副会長 例えば、お父さんに参加してもらおうと思った場合に、週末に事業を

開催するのかということですね。それをやるべきかどうか、週末はあく

までもおうちで過ごすべきだという考え方ももちろんあるのですが。お

父さんも参加できる行事があったら、じゃあお父さんと一緒に行っても

らおうといったようなこともあり得るかなと思うんですが、その辺はど

うでしょうか。 

 

事務局（巳波） つどいの広場事業では、今、１カ月に１回は、土曜日に１ｄａｙオー

プンというのをほっとステーションでやっております。そちらへのお父

さんの参加率等も統計を取っておりますので、それらを参考にしまし

て、今後、ほかのところでも土曜日を開けるのか開けないのかというの

は、今言いました事業の見直しと併せてやっていきたいと考えておりま

す。 

 

小松副会長 ということを踏まえての見込み量 1,000人ということですよね。 

 

事務局（巳波） そうですね。 

 

西委員 見直しするということはなくすということではないですよね。 

 

事務局（巳波） なくしはしません。 

 

西委員 整理をするということですよね。行事の整理ですね。 

 

事務局（巳波） はい。例えば今、２歳から２歳６カ月までは通えるけども、２歳６カ

月から３歳までのこの欄が空白になっちゃうとか、そういう状況が生じ

てきていますので、そういうことがないように、均等に整理したいと思

っています。あとは… 

 

西委員 年齢に応じてということですか。 

 

事務局（巳波） そうです。年齢とかどういうお子さんを対象にするのか、そういうも

ののすべての整理を一度しないといけないと思っております。 
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西村委員 近くのところだから利用するのかなと思ったら、地域を越えて、遠く

から来られたりしているのですね。お母さん方がメールとか、いろんな

ことで友達になって、一緒に事業を利用する。これはいいことかなと思

ったりします。 

子どもたちは地域で育つんですけれども、やっぱりお母さんは、お母

さんのニーズの合った方といろいろ話をしながら子育てをするという

のもいいことかなと思いますので、その地域にあっても欲しいし、また

それがどこか欠けるというのはやはりちょっと寂しいかなと思います

ので、欠けることのないように、整備をきちんとしていただきたいとい

うのが希望です。 

 

事務局（巳波） 今、つどいの広場は、たまてばこの方はどちらかというと低年齢児を

対象としています。３歳よりもっと小さい子どもさんですね。アゼリア

の方はどちらかというと２歳、３歳の子どもさんというふうに、すみ分

けができてきているような状況です。つどいの広場事業でも、どこの地

区から来られているかについて統計を取っておりますので、それらを全

部検討しまして、全体的な事業の見直しを行いたいと思っています。 

 

谷向会長 ７～８年ぐらい前に、子育て支援センターの親子教室の調査をさせて

いただいたことがありますが、そのときは親子教室がすごくお母さん方

に人気だったんですね。そのときの親子教室は、決められた曜日の決め

られた時間にお母さんたちがいらっしゃるという形でした。 

ところが、今では、親子教室よりも広場の方が人気が出てきています。

それは、決められた曜日、時間に来るよりも、好きなときに好きな自分

のタイミングで行く方がいいというお母さん方が増えているというこ

とで、たった 10 年ぐらいで、大分質が変わってきているというような

ことを感じています。多分、現場の先生方もお感じになっていると思う

のですが。そのあたりの質の転換というのも、やっぱり今後も敏感にと

らえていく必要があって、そこをきっちりととらえていかないと届くべ

き支援というのが届かなくなってしまう、届けたいと思っている支援が

なかなか届かないということになっていくと思います。そのあたり、ま

た何かお感じになっていることをおっしゃっていただけたらいいです

し、行政でもそのあたりについて調査していただけたらと思います。 

なかなか広場がいいアクションをされているということをお聞きして

います。 

ちょうど、子育てにしんどさを感じているお母さんたちのぎりぎりの

防波堤のような役割をしているというような感じで、虐待になってしま
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う前にその広場で保育士の先生方に助けてもらっているという話も聞

きますので、そういう、目に見えない役割というのも非常に大切だと思

います。 

それでは、次、よろしいでしょうか。 

 

福岡委員 ちょっと私も一言よいでしょうか。 

私は子どもと一緒にこういう事業にたくさん参加させていただいた方

なんです。このコアラ教室なんかは随分前からあって、うちの子も参加

していました。でも、その時代って何もほとんどなかったんですよね。

本当に始まりかけのときのスタートだったのかなと思っています。今は

こんなにもいろんなことをされているんだということを、改めて知りま

した。もっともっとたくさんの方が利用したらいいのにと思うのと、や

っぱり集団で何とか教室といって利用する場合は、いろんな地域のいろ

んな方と出会えるといういい機会になると思うんですね。そういうとき

に出会った友達というのは、いまだに関係が続いていますし、そういう

ところに参加するという意味は大きいと思います。 

つどいの広場みたいな自由に遊べるというところは、近くの施設が利

用できて、近くのお母さん方とたくさん知り合いになれるというメリッ

トがあるのかなと思うので、やっぱり両方残していただきたいと思いま

す。小さなお子さんをお持ちの方は、遠くなるとどうしても行きにくい

ので、せっかくこうやって施設がいろんなところにたくさんありますの

で、それぞれの施設でいろんな形の事業ができるように、そのような方

向で見直しをしていただけたらいいかなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

谷向会長 ありがとうございます。そういう意味では、なかなか柏原市、子育て

支援に力が入っていると思います。 

次、病児保育事業の説明をお願いします。 

 

事務局（石橋） 病児保育事業になります。 

（資料１に基づいて説明） 

 

谷向会長 柏原市には貴重な病児保育事業があるというだけで、お母さん方は大

変心強いのではないかと思いますが、定員はこのままずっと６名という

ことでいかれるんですか。 

 

西村委員 ６名といったって、冬場だったら利用者がドンと来たりするんです。

うちは病児保育をやっているんですけど、新型インフルエンザが流行し
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たときなんかは 10 人以上が集中したりしました。それに比べ夏場は利

用が０とかになってしまう。 

 

谷向会長 実はもっと多い日もあるということなんですね。 

 

西村委員 あります。もちろん少ない日もあるということです。ここ２年ぐらい

で考えると、利用者は少し減っています。予防接種がすごく普及してき

たからなのでしょうね。今はおたふくなんて、みんな予防接種をするで

しょう。だから、もう年間でおたふくで利用する子はほとんどいなくな

りました。皆さんのお子さんはおたふくになりました？ 

 

各委員 なっていないかも。 

 

西村委員 なっていないですか。今はもうおたふくの子を全く見ないですね。予

防接種が普及して、ほぼ０になりました。おたふくで来たら１週間ぐら

い預けるじゃないですか。そういう長期利用が減ったので、預かる数も

減っている。ですけど、まあもうちょっと頑張って増やします。 

あと、やっぱり病児保育を知らないお母さんが多いですよね。知らな

い、使いにくい、どうやって使ったらいいのかわからないという感じで、

その辺をどうするかですね。川渕さん、どうですか。 

 

川渕委員 先生のところに通っている子どもさんだったらチラシとかでも分か

るんですけど、これも知るというのが…。うちはもちろんやっているの

を知っています。 

 

西村委員 ありがとうございます。あと、やっぱり自己負担で値段的に高いとい

うのは言われますね。１日 2,000円でしょう。４日預けたら 8,000円。

お母さんのパート代が飛びますので、これはちょっとかわいそうかなと

は思います。その辺は予算のまた話に戻るかと思いますが。 

 

藤宇委員 すみません。１日定員６名とありますよね。例えば伝染病の子とか、

おたふくとかインフルエンザの子とか、例えばみんなばらばらの病気、

感染する病気の場合にも対処できるような感じの施設になっているん

ですか。 

 

西村委員 もちろんです。部屋は分けていますので。感染症別に最大四つに分け

ます。ただ、４人別の病気が入るとそれ以上は診られないんです。だか

ら、その場合は４人が定員です。 
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谷向会長 何かご意見、ございませんでしょうか。 

 

西村委員 ぜひ厳しいご意見をいただければ。 

 

谷向会長 私も施設を拝見しましたが、小児科の後ろになりましたので、大変安

心できるありがたい施設ではないかと思います。ただ、国分地区にあり

ますので、遠い方もいらっしゃるのかもしれないです。でも一つあると、

あるというだけで何か、万一休めないときは利用できると思えるんじゃ

ないでしょうか。安心感が高まると思います。 

 

事務局（石橋） 駐車場も結構確保していただいていますし、ここからでも車があれば

向かえます。 

 

谷向会長 市内の方は車で利用していただけるということですね。 

 

事務局（石橋） ない方は、タクシーででもなんとか行けるのではないかと。 

 

谷向会長 タクシーで行ってくださいということですね。 

 

西村委員 殆どの方は車ですね。車とあと自転車ですね。タクシーまで使ったら

その一日のパート代が全部飛んでしまいますから。 

 

谷向会長 何かご意見の方、ございませんか。よろしいでしょうか。 

それでは、次、子育て援助活動支援事業というファミリー・サポート

センター事業のところをお願いしいたます。 

 

事務局 ファミリー・サポートセンターの見込み量について説明します。 

（資料１に基づいて説明） 

谷向会長 ということですけれども、いかがでしょうか。利用は大体１時間 600

円から 800円ぐらいでしょうか。 

 

事務局（石橋） 700円です。 

 

谷向会長 700円ですか。700円で利用可能ということですね。 

 

西村委員 どういう人が利用されていますか。 
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事務局（石橋） 利用目的としては保育所の送り迎えとかですね。小学生は学童のお迎

えが一番多いです。あとは買い物であるとか、病院に行きたいとか、お

母さんが歯医者さんに行きたいとかの場合に利用されています。 

 

西村委員 お母さんが歯医者さんに行きたいときに利用しているのですか。 

 

事務局（石橋） ちょっとカットに行きたいとか、パーマ屋さんに行きたいとか、その

間１時間だけ見ておいてください、というのがファミリーサポートで

す。援助会員さんと利用者さんとの間の話でオーケーということになれ

ば成立するのです。 

 

西村委員 例えば保育所で子どもが熱を出して呼び出しがかかったときに迎えに

行ってもらうとか、そんなニーズもあるんですか。 

 

事務局（石橋） それもあります。 

 

谷向会長 実績をみると、22年度は突出していますけど、これはかなり長い期間

行っている事業ですよね。大分前から始まっていると思うんですけれど

も、大体同じような人数で推移しているんでしょうか。 

 

事務局（石橋） 22年度以前の数字はちょっと今回出していないのですが、事業を始め

た当初に比べ、年々援助会員さんも増えてきていますので、これぐらい

の人数の利用で推移しているかなと思っています。前の年度のことは分

からないですけど。 

 

谷向会長 そういう意味では、かなり定着しているというか、浸透しているので

はないでしょうか。保育園の送り迎えとかでしたら、お母さん方ができ

ないところを補完している役割を担っていると考えてもいいんでしょ

うか。 

 

事務局（石橋） 最初にあった時間外・延長保育の例えば７時までとなっています。ど

うしても帰りが７時半になるので、30分早くお迎えにだけ行ってという

使い方が多いとは思います。 

 

藤宇委員 同じ方がリピーターで使われることも多いということですか。 

 

事務局（石橋） そうですね。 
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小松副会長 援助会員の登録数の推移というのは、増えていますとか減っています

とかどういう感じですか。つまり人手はどんな感じで推移しているので

しょうか。 

 

事務局 今、手元に数字はないですが、聞いているところによると、登録者は

少し減少傾向にあるようです。次回、また数字をお出しさせていただこ

うと思いますが、確か若干減っているという話を聞いています。 

 

小松副会長 今、説明で、登録数の３分の１が活動を行うと、かなり絞ってあるの

ですが、供給量 1,500という数が、補正後の数値よりずっと多いんです

が、そのあたり、登録数の推移に応じてどうなのでしょうか。地域のこ

ととか時間帯のこととかもあると思いますので、少しだけどういう状況

かを教えてください。 

 

谷向会長 これは社会福祉協議会さんがニーズに応じてマッチングするわけです

けれども、行政はどう関わっているのですか。 

 

事務局（中川） 市が運営を委託しています。 

 

谷向会長 補助金がついているんですか。 

 

事務局（中川） 委託費です。 

 

谷向会長 利用者さんは 700 円を払って、サービスを市が提供し、援助会員さん

の方はその 700円がそのまま行くわけですか。その事務の中継ぎのこと

を社会福祉協議会が担っているということですか。 

 

事務局（石橋） そうです。中継ぎのことをその社会福祉協議会の方に委託していると

いうことです。 

 

谷向会長 市が委託費用を担っているということですね。 

 

事務局（石橋） そうですね。市の事業として社会福祉協議会に委託させてもらってい

るということです。 

 

事務局（中川） 研修というものに重点を置いて、社会福祉協議会で研修をしていただ

くことになっています。他市で死亡事例とかもありましたので、援助会

員さんに対する研修というものを社会福祉協議会でやってもらってい



 22 

ます。本来は市がやるべきものを、委託して、実施してもらっていると

いうことと、マッチングの体制づくりというか、体制づくりを社会福祉

協議会にやっていただいている形です。 

 

谷向会長 今年４月ごろですか、インターネットでのベビーシッターのマッチン

グサイトの事件がありましたよね。 

ファミサポの制度が充実することでそういった事件もなくなるのでは

ないかと思うのですが。 

柏原市内のベビーシッターのマッチングサイトはどうでしょうか、は

やっているんでしょうか。ニーズがあるでしょうか。実態について何か

お聞きになられますか。 

 

中野委員 聞いたことはないんですけど、多分、自分で探しているのですかね。 

マッチングは、一回社会福祉協議会に行かないといけないんですよね。

働いていらっしゃるお母さんは時間がないので、多分できるだけ時間を

かけずに、という思いがあると思うので、自分でインターネットで申し

込んですぐ受け答えできて、直接交渉できるというところは、簡易で気

軽に利用できるのではないでしょうか。 

 

谷向会長 手軽なんでしょうね。 

 

中野委員 手軽だとは思いますね。やっぱり私も、ファミサポさんを使うのに社

会福祉協議会まで行かないといけないなと考えたら、やめようとか思う

部分があるので、ハードルがちょっと高い部分があるかなと思います。 

実際経験したことはないんですけど、そのマッチングのときに、どうい

う方に子どもを預かってもらえるかというのは経験して分かっていく

ことなので、利用の手前の悩んでいる方というか、そういう方はどうし

ておられるのかなと。行く一歩を出すのか出さないのか。必要に迫られ

ないと多分使う気にならない方が多いと思います。 

「実家が柏原市」という方が周りにもすごく多くて、だからもう実家

に預けちゃえみたいな方々もすごく多いんでしょうね。 

 

谷向会長 支援が必要な人はそういう実家もないし、預かってくれるところがど

こもないという方が本当に支援が必要な方になっていきますよね。そう

いう方々にとって、どういうふうにしたら使いやすいかという工夫が必

要かなと思うんですけれども。 

 

福岡委員 顔が見えてから預けられるというのは安心ですよね。インターネット
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のように登録だけして、当日「はい」と誰も知らない方に預けるよりは、

事前に紹介していただいて、お顔も見ていて、ああ、こういう家庭のこ

ういうおうちでというのが分かれば安心なので、分かっている方にとっ

たら安心な事業なのかなと思うんですけど。 

社会福祉協議会では最初に紹介された後、同じ人を利用する場合でも、

毎回社会福祉協議会を通さないといけないんですか。それとも直接交渉

できるのですか。 

 

事務局（中川） そこまでは確認できていません。 

 

福岡委員 直接できるんであれば、そんなに手間なことはないと思うのですが。 

 

事務局（東） 事前に登録されていたら、社会福祉協議会さんに申し込みされたら、

利用ができると思います。 

 

事務局（東） 援助会員さんとお子さんとが１回会う形にはなります。というのは、

合う、合わない、もあるということも聞いていますので、そういう顔合

わせはあるということです。 

 

福岡委員 顔合わせはあるということですね。 

 

西村委員 ２回目に使うときも社会福祉協議会に連絡するということですか。 

 

事務局（東） それは社会福祉協議会で。 

 

福岡委員 やっぱり、社会福祉協議会に一旦通して連絡してから利用するという

のは、２回目以降もずっと続くわけですか。 

 

事務局（東） そうです。 

 

西村委員 具体的には、電話で連絡して自分が１回行くということですか、電話

でアポイントを取って。 

 

事務局（東） １回使ったから２回目ですか。 

 

西村委員 いや、１回目。 

 

事務局（東） １回目は、登録していて、社会福祉協議会と顔合わせをして、使いた
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いときに使うという形になります。 

 

福岡委員 もし、じゃ、合わなかったら、次、換えていただくというか、そうい

うこともできるのですか。 

 

事務局（東） できると思います。 

 

西委員 もし何かあったときのトラブルなんかはどこが受けるのですか。 

 

事務局（巳波） 基本、窓口は社会福祉協議会になると思います。 

 

西村委員 社会福祉協議会ですね。さっき、ネットがちょっと駄目という話があ

ったんですけど、子育てにしんどさを感じているお母さんは、実はネッ

トを使うんですね。ひきこもりさん、不登校、みんなネットにはまるん

です。もちろん顔合わせは必要なんですけど、ネットを使われた方がい

いと思いますよ。しんどい人ほど電話は難しいし、実際に行くのもしん

どいので、まず入り口をネットで申し込むという形にしたら、結構利用

する人も増えるのではないでしょうか。というわけで、ＩＴを使いまし

ょうみたいな話になるんですけど、お金がかかりますか。 

 

事務局（中川） 社会福祉協議会のホームページでは、事業内容が見られるような形に

なっているとは思います。事業の紹介はできているかと思うんですけど

も、ネットを通じて申し込みというところまでは、今、対応できていな

いというのが現状です。ただ、ネットで済ませてしまって、もう顔も合

わさずに預けられるよというと、また違ってきますので。 

 

西村委員 それはもう駄目ですよね。でも、入り口は、電話だけじゃなくてネッ

トにしてあげた方がいいという話です。 

 

事務局（巳波） メールだったら使えるかなとは思います。メールで申し込むという形

ですね。市にもお問い合わせフォームというのがございますので、今、

市へのお問い合わせなんかは、メールでよく来ますので、社会福祉協議

会もそれは利用しているのではないかとは思いますが、確認していませ

んのではっきり言えませんが、電話でちょっと話をするのがしんどい方

は、メールを打っていただいたら社会福祉協議会からアクセスするとい

うようなことはやっているかなとは思います。 

 

谷向会長 非常にしんどい方にとってネットが助けになるというのは、地域の関
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係が希薄化しているというのと裏表になっていますよね。地域の関係が

密であればネットに頼らなくてもよくなるわけですけれども、力があっ

て元気にお過ごしになっておられる方は、そういうふうに地域の関係と

いうのも積極的に持てますけれども、少ししんどいなと思っておられる

方は、やっぱり現実も孤立するし、ネットが一番ということになってい

くんだと思いますね。そのあたり、どうつながっていくというか、つな

げていくかについては、行政の役割が大きいと思います。 

 

小松副会長 すみません。支援自体は土日でも大丈夫なんでしょうか。 

 

事務局（中川） 援助会員さんがオーケーすれば大丈夫です。 

 

小松副会長 受付は平日の社会福祉協議会の開いている日ですか。 

 

事務局（中川） そうです。 

 

小松副会長 そうすると、もし週末に利用したいとなると、事前にその平日の間に

申し込んでおいて、調整をするということですか。 

 

事務局（中川） はい、恐らくそうかと思いますが、ちょっと、すみません、宿題にさ

せていただいて確認は取らせてもらいます。 

 

谷向会長 宿泊というのは可能なんですか。 

 

事務局（中川） 宿泊は、原則的には… 

 

谷向会長 宿泊なり、あるいは援助会員さんの方に子どもを引き取るとか、きり

がないと思いますけれども、どのあたりまでを枠組みとしてお持ちなの

かということを聞きたいのですが。 

 

事務局（中川） 援助会員のご自宅で保育をするというのも可能な制度でしたので、例

えば親御さんがどこか、それこそカットに行く前にそのお家まで預け

て、またお家まで迎えに行かれるということも対応はできています。宿

泊は恐らく駄目だったかと思いますが、ちょっと確認させていただきま

す。 

 

谷向会長 柏原市にお勤めの親御さんも可能なんですね。 
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事務局（中川） それは依頼会員さんとしての利用ですか。 

 

谷向会長 はい。 

 

事務局（中川） 別にその要件には何も載っていないので大丈夫だと思います。 

 

谷向会長 このあたりも情報があやふやですね。名前的にはファミサポはかなり

浸透していますけど、いざ使おうと思ったら、私たちも、なかなか分か

ったようで分かっていませんね。 

 

藤宇委員 預けさせていただくときに小さな保険みたいなものはあるんですか。 

 

事務局（中川） 保険は事業として一括で入っています。 

 

福岡委員 すみません。先ほど、援助会員さんの研修もされていると言われてい

たんですけど、それは定期的に全員の方が受けられるものですか。 

 

事務局（中川） 定期的にされていますが、義務化はされていないと思います。研修を

いついつにするので参加してくださいねという形で援助会員さんにお

声掛けをさせていただいています。 

 

福岡委員 受けられていない方でも預かられている方はいらっしゃるということ

ですよね。 

 

事務局（中川） はい。 

 

福岡委員 やっぱり全員に受けていただかないといけないと思います。研修を受

けないと預かれないシステムにしていただく方が、預けられる方も安心

だと思います。必ずこういう研修を受けておられる方がお預かりします

ということだと、市の方でもそのことをうたえると思うので、そのあた

りをきちんとしてほしいです。 

 

事務局（中川） 例えば申し込みをしていても、研修を２回欠席したら失効しますよと

いうような形ですよね。 

 

福岡委員 そうですね。重要な研修を一通り受けていただいた方がお預かりしま

すというシステムにされた方がいいんじゃないかなと思います。 

 



 27 

事務局（中川） はい、そうですね。おっしゃるとおりですね。 

 

福岡委員 せっかくやっておられるのですから、そこまできっちりするという方

向でお願いします。 

 

谷向会長 それは社会福祉協議会の裁量ですよね。市の方の裁量で枠組みはつく

れるんでしょうか。 

 

事務局（中川） 委託料を払っているので、ある程度はできるはずです。 

あくまでこの事業は、善意の支援者と助けを求めている方とのマッチ

ングということでしていますので、事業自体は民と民でやってください

ね、それの体制づくりをしましょうねという公的な役割しかしていませ

んので、いわば市の事業で研修を受けた上でないと、援助会員はできな

いよというところまでこっちの力は及ぼせるのかどうかについては確

認しないといけません。市のルールとして、研修は必ず受けてもらうと

いうことを義務化しようという方向へは持っていけるかと思うんです

けども。お子さんを預かるということは命を預かるということで、ご意

見のとおりだと思います。そこは今後の課題として、早速、来年の事業

で検討をさせていただければと思います。 

 

藤宇委員 

 

お母さんにとったら安心になりますよね。こうやって柏原ファミリ

ー・サポートセンターですべて市の方たちが責任を持って預かりますよ

というイメージ、ぱっと見たら思うので、きっとそういうふうにちょっ

と濃厚にしてくださったらもっと利用者が増えるかなと思います。 

 

谷向会長 そしたら、ご検討の方をお願いいたします。 

それでは、次、放課後児童クラブ、学童保育の説明ということでお願

いいたします。 

 

事務局（吉田） そうしましたら、放課後児童クラブに関しましては、社会教育課から

ご説明差し上げます。 

（資料１に基づいて説明） 

谷向会長 ありがとうございました。５年間の経過措置の中で徐々に整えざるを

得ない小学校が玉手、国分あたりであるけれども、その５年後には解消

を目指していくということで、見込み量を出していただきました。 

どうでしょうか、皆様、ご意見、何かございますか。 

 

小松副会長 プレハブとか余裕教室の転用ということであれば、時間はそんなにか
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からないように思われるんですが、現実的なスケジュールとしてはどう

いう感じなっているのでしょうか。 

 

事務局（吉田） 26 年度の秋に予算を計上いたしまして、27 年度中に建設と考えてい

ます。ですので、実際に稼働するのは 28 年が最速になろうかと思いま

す。27年度の年度途中から稼働できればいいんですが、その辺りはなん

ともいえません。 

 

小松副会長 市の予算執行というのがどういう形でされるのか分からないのです

が、例えば、予算が付いたら業者を選ぶところから始まるということな

のでしょうか。 

 

事務局（吉田） 業者選定はおそらく入札等になりますので、予算が付いたらすぐにや

りましょうというわけにはいきません。今年度で予算の計上をしまし

て、来年の４月、早い段階から業者選定の入札等を行います。もしプレ

ハブの建設ということになりますと、いくら早くても、８月ないし９月

くらいからの建設になろうかと思います。ですので、実際に稼働するの

は 28 年度になるのではと考えております。ただ、余裕教室につきまし

ては、そんなに大がかりな工事も必要ないかと思いますので、もう少し

早い運用は可能かもしれません。 

 

小松副会長 指導員さんの確保はどういうふうに考えているのですか。それも４月

からではなかなか難しいですね。 

 

事務局（吉田） そうですね。もし、部屋を増やすことになると、指導員も増やす形に

なると思います。 

 

小松副会長 4月からすぐに増やすのですか。 

 

事務局（吉田） そうですね。だた、27年度当初におきましては、指導員というのは増

やさなくても、今現在の指導員の数で受け入れは可能であると思ってお

ります。一部屋について最低限２名は必要ですので、部屋が増えたとき

に、指導員を新たに配置する必要があると思いますが、部屋の増えない

段階においては、指導員の確保というのは必要ないと考えています。 

 

谷向会長 だいたい、１つの学校に何名ぐらい、多いところでしたら子どもは預

かるのですか。 
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事務局（吉田） 45名です。一番多いところ、玉手小学校の例で申し上げますと、今、

２階建てのプレハブなのですが、45 名の定員に対して、46 名、２階も

同じく 45人の定員に対して 46名という形で、92名、今現在在籍してお

ります。定員オーバーという形です。この辺が限界かなと感じています。

これ以上の受け入れは不可能であるというところまで、受け入れている

状況です。 

 

谷向会長 92名を、指導員４名で見ているということですか。 

 

事務局（吉田） 加配もいますので、指導員６名体制で見ております。 

 

谷向会長 そこに高学年が入ってきても、部屋が増えない限りは、指導員３名で

45名ぐらいを見ていくとおっしゃっているんですか。 

 

事務局（吉田） そうです。新たな、今度４月１日から施行されます新児童福祉法の中

では、支援の単位は 40 人という形になっておりますので、この５年間

の経過措置の間にすべての小学校の支援単位を 40 人以下に減らすよう

な見込みをしております。ですので、40名に対して指導員２名。つまり

は、指導員１人が 20 人以下の子どもの保育を行うという形になろうか

と思います。 

 

谷向会長 ちなみに、今、高学年はどうされているんですか。 

 

近藤委員 はい。放課後児童会は５時までですし、４時ごろまで学校があるので、

学童に残る時間とあまり変わらないです。だから、そんなに皆さん困っ

ているようには、感じておりません。 

学校にちょっと残ってたりとかしたらすぐに４時半とかで、学童の時

間とあまり変わらない時間になります。お母さんが７時くらいに帰って

くる人のことを考えた場合でも、５時まで学校にいて帰っても、４時過

ぎに帰っても、あんまり変わりはないのではないかと思います。 

４年生ぐらいになったら子ども１人でも上手に遊んで、他に遊びに行

ったりとか、家で待っていたりとかできているのかなと。それが不安な

親御さんがアンケートで預けたいと回答されたと思いますけれども、塾

や習い事に行かせるという人も多いので、それほど増えないんじゃない

かと思います。 

 

谷向会長 学童さんは５時までですか。 
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近藤委員 柏原東小は５時までです。 

 

事務局（吉田） 通常の時間帯は５時までですが、昨年の 10 月より延長保育を行って

おりまして、希望がある場合は、最長６時 30 分までの保育は可能とな

っています。ただ、その際は１回 150円の利用料をいただいています。 

今おっしゃるように、確かに５年生、６年生になりますと、５時間目、

６時間目が終わったらもうすでに４時を回っている。通常の５時までの

保育時間であれば、学童はほぼ必要ないことになります。なので、アン

ケートの結果でも、利用したいという割合は５年生から急に減るんで

す。４年生は 12.9％の利用意向がありましたが、５年生になると 7.9％、

６年生は 4.2％という形で、４年生まではなんとか学童で見てください、

でも、５・６年になったら、１人で留守番もできるし、塾や習い事もあ

るしということで。それに子ども自身も嫌がってくるんです。子ども自

身も自分の時間が欲しい、学童で預けられるのが嫌だという自我も芽生

えてくるのでしょうね。そのあたりもありますので、おっしゃるように、

５・６年生の希望というのは、そんなに多くはないだろうとは私どもは

見込んでおります。 

 

谷向会長 見込量に関しては、今の形でよろしいでしょうか。 

これで、子育て支援事業の６項目に関しては、見込量、ご承認いただ

けているということで、次回、また残りの６項目に関してご検討いただ

くということでよろしいでしょうか。 

それでは、次の案件にいかせていただきたいと思います。宿題であり

ました新制度施行に伴う各種基準条例案について、何かご意見がござい

ましたらいただきたいと思います。 

 

事務局（石橋） 新制度施行に伴う各種基準条例案についてのパブリックコメントと

いう形で、７月 1 日から 22 日まで市のホームページ等で意見募集を行

いました。３つ条例案がございましたけれども、放課後児童会の設備、

運営に関する基準についてのみ意見が１件ございました。内容等につい

てはホームページで公開させていただきますのでご確認ください。 

委員の皆様でご意見がございましたらお願いします。 

 

事務局（中川） こちらにつきましては、本当に国の基準のとおりにやっていること、

それと、一般の方にこんな条例を羅列してもなかなか意見を求めること

は難しいというところで、市で設定したところが、放課後児童会の設備、

運営に関する基準の５年の経過措置の１点だけでしたので、おおむね、

国の言ったとおりの基準を設けた上で、柏原市においても事業をすると
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いうことを認めていただけたのかなという解釈をさせていただいてお

ります。 

 

小松副会長 よその市で、この基準に合って何か特色を出されているような市はあ

るのですか。 

 

事務局（中川） 近隣ではないように把握しています。ただ、大都市については、放課

後児童会について、設備の基準、面積の基準をもうちょっと絞り込んで、

環境をちょっとでもしんどい環境にするけれども、多くの子どもを保育

しようではないかという方向で検討されているということは聞いてい

ます。具体的にどこの市でこの１人の面積 1.65 を 1.4 にしたりという

ところまでは把握できていません。 

近隣につきましては同じような形です。柏原市では５年間の経過措置

を設けましたが、ここは市町村によっては、「当分の間にする」とした

り、「10 年」にしたりとか、その辺は色が出ているみたいですが、方向

としては、近隣市で同様の検討をしている感じです。パブリックコメン

トの段階で、まだ答えではないのですが、そう感じております。 

 

西村委員 逆に言ったら、柏原市だけの売りがないですね。 

 

事務局（中川） 基準で色を出すとすれば、例えば、極端に言えば、1 人の子どもさん

に与える面積 1.65を２以上にしましょうとか、いい方向にするべきで、

柏原市では 1.5を 1.4にする必要はないと思います。 

しかし、現状でも待機児童も出るような状態ですので、あえてそこで

２倍にして、通常の 1.65 だったら入れる子どもさんまでを待機にする

のかいかがかというところもあります。放課後児童会については、やは

り、国の示す基準というのをベースにして取り組んでいく必要があるか

なということは検討させていただいたんですけれども、おっしゃるとお

り、何か特長があるのかというと、ないということになります。 

 

西村委員 国の基準は突っ込みどころがないですよね。突っ込めないですよね、

はっきり言って。でも、他のことでも、何かちょっと特色を出していか

ないと、八尾とかに流れ出ますよ。 

横並びになっちゃいますよね、どうしても、柏原市ってね。だから、

そこをなんとか、柏原市なりのもの、何かを打ち出していかないと。 

 

谷向会長 子どもを大切にするとか、子育て応援のまちという、柏原市の特色は

何なんだろうというようなところですよね。 
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事務局（中川） 児童会のほうで、柏原市の色を出すということは、今回検討していま

せんでした。 

 

谷向会長 プレハブでは暑いと思うんですけれども、空き教室とかの転用という

ことはできないのですか。教室はあまり空いていないんですか。 

 

事務局（吉田） これは、学校によってさまざまでございまして、今、先ほどの例から

言っています玉手小学校というのは、空き教室がない状態です。 

 

谷向会長 児童が増えたんですね。 

 

事務局（吉田） 国分小学校はまだ空き教室、いわゆる余裕教室がいくらかある状態で

すので、こちらは余裕教室での対応になろうかと思うのですが、玉手小

学校は、どうにもいかない状態です。今もプレハブですし、もともと玉

手小学校は学校の中で放課後児童会を行っていたのですが、子どもが増

えてきたという理由で、放課後児童会がいわば外に追い出されたような

状態です。ですので、現在もその状態が続いておりまして、余裕教室と

いうのはないような状態です。 

ほかは、一部屋ぐらいは空き教室があるんではないかと思いますが。 

 

谷向会長 プレハブもいいですけれども、この暑さを考えますとちょっと厳しい

のではないかと思います。 

 

事務局（吉田） エアコンは設置されておりますので。ただ、エアコンが故障すると、

これはもうどうしようもないような、暑い状況になりますが、快適です

よ、エアコンのあるプレハブは。 

 

福岡委員 教室はないですよね。 

 

事務局（吉田） ありません。 

 

谷向会長 そうですね。教室はないですね。 

 

小松副会長 質問してもよろしいですか。第５条の４というのを読むと、「放課後

児童健全育成事業者は、その運用の内容について自ら評価を行い、その

結果を公表するように努めなければならない」というのがあるのです

が、どういう状況になっているというようなことについて評価をした
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り、保護者会みたいなところで説明されると思うんですけれども、これ

は、今までもあったのでしょうか。今までは、たぶん、この条例自体は

なかったと思うんですが、具体的にどういうことをすることになるのか

教えていただきたいのですが。 

 

事務局（吉田） 今まででいいますと、内部的に行われてた事務事業評価というような

ものかと思われますが、今後、「結果を公表するよう努めなければなら

ない」と示されたので、今後、努めていくような形になろうかと思いま

す。 

 

小松副会長 これは、やらなくても罰せられないという意味で、「努めなければな

らない」と書いてあるわけですかね。 

 

事務局（中川） 義務付けはされていないです。 

 

小松副会長 義務ではないんですね。ただ、やらなくていいという意味ではないで

すよ。 

 

事務局（中川） 公立で担う限りは努めなければいけないのだから、やらなくてもいい

でしょうというような理屈にはならないと思います。もともと、ガイド

ラインと補助金等々で運営していた事業ですので。 

今見ていただいている条例につきましても、27年４月１日施行になり

ます。そこからこの条例に基づいて、国がこういう形で公表しなさい、

例えば、ホームページに評価掲載しなさいとか、そのあたりは何かアナ

ウンスがあるのかなと思っています。 

27年４月１日以降、どういうことをしていくかについて、まだあまり

情報も降りてきていません。自ら評価を行い、結果を公表しましょうと

いうのは、介護保険の事業所とかにも課せられている文言ですので、お

そらく、先に進んでいる福祉関係に追いつくような形で、何らかの手法

を示してくれるかなとは思っているのですが。 

 

小松副会長 今なぜお伺いしたかというと、それをちゃんとやっていかないといけ

ないと思うからです。ちゃんと評価をしてこれは駄目だということであ

れば対応をとっていただくという、そういうサイクルがちゃんと回るた

めにも評価が必要なんです。つまり子どもたちの対応の様子とか、施設

で不十分なこととかっていうのも、もちろん、今でもたぶん意見は出せ

ると思うんですが。うまく働けば、評価は本当に重要な制度だと思いま

すので、具体的なことがまだ決まっていないということでしたらまだ答
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えられないと思いますが。 

介護保険等については、何か評価によって改善ということがあり得る

わけですか。 

 

事務局（中川） 介護保険につきましては、４年に１回程度、定期的に、指導監査の実

地指導というのが入ります。そこで、「どういう手法で自己評価を行っ

ていますか。それはできていませんね」ということの指導をさせていた

だいていますが、放課後児童会でも今後そういう形になるのかどうかは

わかりません。 

ただ、介護保険は指定という権限が市町村にありますので、一定の上

下関係というか縛りを課せられるのですけれども、放課後児童会につき

ましては、現在指定でも何もないし、届け出を必要とする施設だけです

ので、そのあたりの力関係と言ったらおかしいけれども、公の役割と民

の役割というのがちょっと変わってくるのです。 

今後、これについてはどういう方向で進んでいくのかというのは、現

時点では明確に分かっていないところが多いです。介護保険につきまし

ては、あくまでも市町村が指定をしないと、そこは介護保険の事業所と

して事業できません。放課後児童会というのは、あくまでも届け出とい

う形で、別に指定という権限は市町村に担っているわけではございませ

ん。そこがちょっと違うのかなと思います。 

 

小松副会長 これも前から言っているんですけれども、そういうふうに改善を、常

に向上させなければいけないというのも書いてありますので、評価しな

がら、できるだけいい環境、いい関係というものを作っていっていただ

けるといいのかなというふうに思いました。すみません。お願いします。 

 

谷向会長 それでは、あまり時間もございませんけれども、続きまして、公立施

設の民営化による幼保一元化のガイドラインについて、ご意見を頂戴し

たいと思います。 

 

事務局（石橋） こちらも、同じ期間でパブリックコメントをさせていただきました。

これについては 11 件ほどの意見をいただいております。意見は後日ホ

ームページ等で公開したいと思います。 

 

小松副会長 この件につきまして、何か新たにご意見がございますか。そのパブリ

ックコメント等について概略でもご説明いただければと思うのですが。 

 

事務局（中川） 11件いただいているようですが、地域的には国分地区の方からいただ
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いております。 

内容としましては、総論的にいただいていることがすごく多くて、具

体的な意見は１件でした。 

総論としての意見ですが、まず、「公立幼稚園を残してほしい」とい

う希望がありました。それと、「幼保一体化施設にもっていくとしても、

幼稚園機能は残してほしい」というご意見です。「民営化はしないでほ

しい」。この民営化とうのは、保育所の民営化を指すのか、幼稚園の民

営化を指すのか、いただいた内容では確定できなかったのですけれど

も、総論的に民営化はしないでほしいというご意見がありました。９件

ほど同じような内容でいただいているところです。 

各論としての意見として、「保育所の民営化については賛成しかねる」

というご意見もいただいております。おおむねがそういう形ですが、今

回パブリックコメントでいただいた内容はもちろんホームページに公

表しますが、そのときに市の考え方、ご意見に対する市の考え方という

ものもお示しした上で、ホームページには公表させていただく予定にな

っております。いただいた内容につきましては、以上のような内容にな

っております。 

 

谷向会長 この会議の委員の皆さんから何かご意見がありましたら、ぜひお寄せ

いただきたいと思います。 

 

西村委員 結局、民営化することで皆さん不安に思っているわけですよ。保育の

質とか、幼稚園の教育の質とかをどうやって担保するかということです

よね。それをうまく出さないと不安は消えないと思います。私自身は民

営化はいいことだと、いい方向に進んでいると思っています。だけど、

皆さん不安感を具体的にどう解消してあげるかです。 

 

事務局（中川） 今回、幼稚園の民営化は考えておりません。幼稚園については統廃合、

もしくは幼保一体施設への移行で、保育所については一部の保育所をま

ずは民営化という方向ですが、市としては、まずは子どもの環境につい

てまったく影響なしということは無理だと思いますので、子どもの環境

が変わるということを、その激変をどういうふうに緩和していって、緩

やかに民営化していくか、子どもの影響というのを一番に考えて、今後

は民営化に取り組んでいきたいと考えております。 

次に民営化することによって、保護者の負担を増大させないというこ

と。まだ他にもいろいろ課題はあるかと思いますが、まずこの２つをメ

インとして検討していきたいと考えています。 
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谷向会長 公立幼稚園をなくさないでほしいとおっしゃっていますけれども、公

立幼稚園の機能はこども園にそのまま、プラスアルファとして載っかっ

ていくということですか。 

 

事務局（中川） はい。私どもも、そのあたりを、いかに上手に説明して理解していた

だけるかということと、今回、すべての幼稚園を無理やりというか、力

ずくで認定こども園にするとか、統廃合するということではないという

ことをご理解いただけるかというところです。 

幼稚園については、適正規模を満たさなくなった場合、廃園せざるを

得ないようなときには、認定こども園になっていただいて、保育所要件

の有無にかかわらず、そこの施設を利用できるようなことをイメージし

ておりますので、今委員長におっしゃっていただいたように、いかに幼

稚園が認定こども園に衣替えできるような形という体制の移行を考え

ていきたいなとは思っています。 

 

谷向会長 そのあたりはいかかですか。 

 

福岡委員 私でも、今、国分地区の方のご意見で公立幼稚園を残してほしいとい

う意見が多かったと言われていたと思うのですけれども、私は国分地区

に住んでいまして、子どもも公立幼稚園に通わせておりました。たぶん、

意見を出された方は公立幼稚園に今通われている方、もしくは、そこを

卒園されて公立幼稚園の良さを知っておられる方じゃないかなと思う

んです。 

私も、どちらかというと、公立幼稚園はなくしてほしくないです。今、

柏原市でも幼小中一貫教育をうたって、ここ数年やってきておられます

けれども、それを踏まえて、小学校、中学校と連携して、幼稚園のころ

から先を見込んでという教育をされている公立幼稚園はたくさんある

と思うし、ほとんどがそうだと思うんです。それが保育所と一緒になる

と、なかなか難しいこともあるのかなと思ったりもするので。 

だから、例えばこの間、前回のときに保育所のほうは 30 分延長で遊

べますよと言われていたかと思います。もしも一緒になったときに、今、

公立のお母さん方は降園後 30 分くらい、園庭を開放していただいて遊

んでいる状態だと思いますけれども、もしも保育所と一緒になったら、

それはできなくなるのかなとかも思います。 

逆に、公立の幼稚園を利用していたお母さん方はというのは、やっぱ

り、お昼の時間帯ですので、残る子どもさんもたくさんいらっしゃる。

その中でお母さんが迎えに来て、園庭で 30 分遊んで帰れるのかといっ

たら、難しくなるのかなと思います。 
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あとは、子どもの環境についてですが、そのまま教育はすると言われ

ているんですけれど、幼稚園って子どもだけじゃなくて保護者も一緒に

通っていますので、特に幼稚園なんかは送り迎えもします。その中で、

保護者同士の交流であるとか、PTA 活動であるとか、そういうところか

ら保護者のほうもいろいろと学ぶことがあったりとか、たくさん交流で

きる。で、子育てのそこからの安心感というのも、すごくたくさんもら

えている部分もあるかなと思うんです。そういうところも、今後移行す

ることによってどういう形に変わっていくのかな、っていう不安もある

かなと思います。 

そういう具体的なことが全く見えてこないので、賛成できないという

か、不安に思われる気持ちはよく分かります。 

 

事務局（中川） 適正規模に満たないというのは、コスト的な面ではありません。小学

校に入ったら子どもは 35人学級とかの中でもまれていくわけです。 

その前段階として、例えば 5 人、6 人で１つの園として運営していっ

て、そこで育った子どもが、小学校に上がることは、子どもにとってい

いのか、悪いのか。どちらがいいのだろうということを、まず、考えさ

せていただきました。 

教育委員会でずっとそれを考えてきて、まず、適性基準に満たない場

合は、統廃合を考えましょう。もしくは民営化を考えましょう、もしく

はこども園への移行を考えましょうということがずっと課題になって

きたわけです。 

ですので、まずはコスト削減というよりも、小規模の幼稚園で集団生

活を経験した上で、学校に上げてあげるということは、子どもにとって

プラスもあるかと思いますが、マイナス面もあるというところです。 

極端に言えば、ちっちゃいところが２つになれば、その２つを１つに

して、15人なり 20人を設けるという手法もあるかなと思っています。 

ただ、場所がやはり遠くなってしまうということもあります。通園バ

スはおそらく出ない。そのあたりで、それであれば保育所と一緒になっ

て、集団生活、集団活動の枠組みは大きいところで、教育も保育もそこ

でしてあげるという受け皿、それがいいのかなというところから、出し

た答えが今回の方向性になってきています。おっしゃっていただいたこ

とはよく分かりますが。 

 

福岡委員 ニーズ調査でも３年保育、３歳児から保育、公立幼稚園も受け入れて

ほしいっていうご意見がすごく多かったと思います。もうだいぶ前から

こういうご意見がたくさん出ていると思うんですけれども、実際に検討

されているんでしょうか。それか、できないという理由が何かあるんで
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しょうか。 

 

事務局（巳波） それは教育委員会の管轄ですので、申し訳ないですけれども。 

ただ、おっしゃいますように、認定こども園をやっていくという方向

をガイドラインでお示しはさせていただいています。これに関しまして

は、具体的なことが決まっていないので、保護者の方がすごく不安に感

じられているのは当然のことだと思います。 

本当に、いろんな問題があると思うんです。例えば、1 時半、２時で

帰る子どもさんで、夕方までいる子どもさん。その子どもさんが、お母

さんが来た子どもさんをうらやましがらないかということもあります。

保育所側からいうと、そういう問題が出てくるわけです。だけどこれは

保育所側の意見なんですけどね。そういうのをいかにうまいこと整合性

を持たせてきっちりやっていくかは、これからのわれわれの課題だと思

っています。 

もちろんこれらも、われわれ事務担当だけではできることではござい

ません。幼稚園の先生、保育士さん、皆さん一緒になって考えていただ

いて、どういうやり方をすれば子どもにとって一番良いかということを

考えていきたいと思っております。子どもにとって一番よい方向、これ

を最大の目標として、具体的な一つ一つの事柄を考えていって、その先

で認定こども園、公立の認定こども園というのが現実味を帯びてくるの

かなというふうに、今、考えております。 

このような段階で認定こども園について、即、「保育所と幼稚園は一

緒になることは、ちょっと」と言われるのは、ちょっと早計かなとは思

っています。 

実際、そういう具体的な案件まではまだまだですけれども、柏原市と

しまして、着手をすることはしておりますので、それが今後どこまで進

められて、どこまで良い結果が出せるか。これは、まだまだ見えており

ませんが、時間を掛けて検討して、皆さんのお知恵も拝借しながら、一

番良い方法で実現できればなと思っています。 

 

近藤委員 私は認定こども園にすごく期待しています。PTA をやってきましたけ

ど、今、公立幼稚園がどんどん減ってきて、いろんな側面があるんです

けれども、１つの公立幼稚園に入る人数が少ないということで、PTA 活

動がとってもしんどくなっています。人数が少なくなったら、本当に負

担が多くて、まるで自分が幼稚園に行っているかのようになってしまい

ます。 

それに耐えられるお母さんは公立幼稚園に入ってくるんですけれど

も、「そんなしんどいのは大変」というお母さんは、１人目は公立幼稚
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園に入れても、２人目は保育所にやったり、私立の幼稚園にやったりす

るんです。 

だんだん、学校の PTA役員の方もだいぶ変わってきていまして、ほと

んどがお勤めの人で、濃厚に PTA活動にかかわって、お昼の集まりに出

るというのが、本当に大変なことになってきています。ここ数年で、本

当に状況がどんどん変わってきて、PTA 活動自体も変えていかないとい

けないなというところまできています。 

ですから、公立幼稚園は、今の方法ではなかなか園児が集まらないの

は当然かなと思っています。認定こども園になっても PTAがどうなるか

分からないですけれども、もっと気軽な形で、最初は幼稚園から入って

も、ちょっと勤めようかなって保育所機能のほうに移る。だから、そう

いう方が、公立で残るとしても、もっと園児が集まるのではないかなと

思って、大変期待しています。 

 

田中委員 この子育て会議の趣旨は、基本的には子どもの出生率を上げていただ

いて、上げるということは、女性が働きやすい環境を作るということで

あり、生まれた子どもたちに、母親に負担を掛けることなく育ってほし

いということですよね。 

柏原市としても、今、何かをされていることはよく分かるんですけれ

ども、出生率を上げていく要因をもう少し明確にしていただけたら、新

婚所帯の人たちも柏原市に住んでいただけるんじゃないかなと思いま

す。どんなものをアピールしていったらいいのか、柏原市の自慢できる

ところはどこか、それをこの子ども子育て会議の中で、もう少し煮詰め

ていただくのが本来かと思います。 

それともうひとつ、役所のほうはお分かりだと思いますけれど、子ど

も 1人に２万 5,700円が最低掛かると。バス代とか給食代を別にしても、

それだけ掛かってくると。だから、公立の幼稚園に行っておられる方の

差というのは、当然、市費、市税から出しているわけですから、その辺

のところをアピールしていく必要が…。 

やっぱり、市税はこんなふうにして使わせてもらっているということ

を言っていく必要があるのではないかと。それが見えないから、公立の

幼稚園あるいは保育所の合併とか、今おっしゃったような認定こども園

のこととか、そういうことがあまり動きにならない。みんなで情報共有

ができれば、もう少し分かっていただけるかと思います。 

だから、公立の幼稚園から考えると、1 人に対し、約２万円近くは市

税が出ている。それは市の将来の子どもたちのために、投資してもらっ

ているのだということ。だけど、行っている人間には、市税を使ってい

ただいているという認識があまりないから、もう少しその辺のところを
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言っていただいてもいいのではないかなと思います。 

それと、今、認定こども園のことをおっしゃっていただきました。内

輪の話ですけれども、私学の幼稚園の中で、認定こども園のほうに向い

ていったら、今までの私学の幼稚園は、非常に苦しくなっていくんです。

豊かにならないんです。国のやっているほうに向いていくけれども、わ

れわれはもっと首を締めている。今でも、私学の幼稚園は相当財政が厳

しいです。 

そのことをいうのではなく、認定こども園と従来の幼稚園と、どちら

のほうが豊かなのと。新しい制度に乗ったほうが、普通だったらいいと

思うんですけれども、決していいことはないのです。今、大阪の幼稚園

は、そういうことを含めて、認定こども園のほうに向いていったらしん

どいから先送りということで動いています。この間からも市から「認定

こども園のほうに向いてきますか。返事しなさい」と言われているんで

すけれども、「ちょっと待って」と言っている状況です。 

このままだったら無理というところもあるし、200 人ぐらいの幼稚園

だったら認定こども園のほうに向きますというところがあったりなの

ですが、お金の面でいうと決して認定こども園がバラ色じゃないので

す。だけど、将来的にいうと、保育所の希望者の人数は横ばいで、幼稚

園は、公立も私学も右肩下がりとなっています。保育所のほうに希望さ

れているけれども、認定こども園の制度とまた別個で、認定こども園が、

決していいということではないということをお話申し上げたい。 

そんなことでございますので、柏原市の最初の話で申し上げた、何か

柏原市の特色を持っていただきたいというのが、最初のお願いでござい

ます。えらい話が長くなりました。 

 

谷向会長 すみません。司会者の不手際で４時を回っておりますので、そろそろ

というお時間になってまいりました。 

田中委員先生のほうからおっしゃっていただいたように、柏原市がど

こまで何ができるのか、どういうような特長を、今後子どもたちの育ち

にアピールできるものを作っていくのかという、一つの意見を出す場が

この場でありますので、引き続き次回も皆様からの意見をいただきたい

ということです。 

それから、こども園がいいのか、幼稚園がいいのか、公立保育所がい

いのか、公立幼稚園がいいのか。何がいいのか分からないですけれども、

今、本当に、時代が変わってきています。私も先ほど申し上げましたけ

れども、10年でも、すごく変化を感じます。変化に応じて子どもたちを

どう守ってくか、育てていくかという、何を大切にすれば子どもの育ち

が良くなるのかというのを、皆様、どうお考えになられますか。それを
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私もお聞きしたいと思います。 

この会にはいろいろな立場の方がいらっしゃいますので、ぜひお聞か

せいただきたいと思いますし、皆さんのご意見を練りながら、「こんな

のを作ってくれ」っていうようなものを、この会議から市に出せたらな

とも思います。小松副会長先生、どうでしょうか。 

 

小松副会長 何と言いますか、ここでやっていると非常に現状が見えにくいという

ことがあると思います。つまり、幼稚園なり保育所の今、保育の状況で

すとか、先生方がどこまで何をされていて、どういうふうに考えておら

れるかということ抜きで話をしているところがありますので、パブリッ

クコメントというのも一つだとは思うのですが、できれば何らかの形

で、現場の先生方が、今、どういうふうに保育を考えておられるのか。 

今、いいところと課題とをそれぞれ挙げていただいたと思うのです

が、それを何らかの形で少し出していただくと、少し違う見方が見えて

くるかなとは思います。難しいですか。 

 

事務局（中川） 私どもの方向性というのは事務方で決めているだけではなく、公立の

施設の職員さんとも意見交換をした上で出しています。一方的に事務方

が作って押し付けている話ではないというところは、一点ご理解をいた

だきたいと思います。 

 

小松副会長 ただ、その課題ですね。今も保護者という立場から出していただいた

と思うのですが、おそらく現場におられたら、「これでは、こういうこ

とができません」とか「これ、どうするんですか」というようなことが、

必ずあるんだと思うんです。 

 

事務局（中川） それはもちろんありますが、決めた以上はお互いでクリアしていっ

て、まず同じ方向を向くということがベースだと考えています。われわ

れが気付かないところは現場の方に教えていただいて、対応も共にして

いく。これは基本の話だと思っています。 

これからもまた現場の方とも打ち合わせというか意見交換会がある

んですけれども、そこは同じ市の仲間、公立の保育所、幼稚園を担って

いく仲間として情報共有、意見交換をしながら進めていくということで

す。 

 

小松副会長 そうだと思うんですけれども、今、全く現場のお言葉が一切ないとこ

ろで話が進んでいますので。つまり「こういう課題があります」と。「こ

ういう課題を認識しております」というのだけでもいいと思うのです。 
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事務局（中川） ご紹介が遅れて申し訳ありません。幼稚園教諭と保育園の所長の経験

者も事務局として一緒に参加をさせていただいております。 

 

西委員 私は、幼稚園にも保育所にも、ちょこちょこ行かせていただいていま

す。今朝も「ゆうゆう広場」に行かせていただいて、お誕生日会を見さ

せていただきました。すごくいい雰囲気で、幼稚園にないものが保育所

にあるなというのを感じて帰ってきました。 

１歳児から５歳児までの子どもたちが、大人数で一緒にお誕生日会を

して、幼稚園とは違ったすごくいい雰囲気でした。幼稚園のほうではき

ちんとした教育というか、教育を中心にきちんとした、子どもさんを見

ています。 

こういったお互いにいいところをチョイスできたらいいのになと思

うんですけれども、そこはやはり現場の先生方のご意見もあるでしょう

し、今までのこともあるでしょう。だから、そこらあたりを、子どもた

ちのためにということで考えて、柏原で育って、今度、小学校、中学校

に行く子どもたちですので、保育所だから、幼稚園だからじゃなくて、

子どもたちのために、こういうやり方だったらこれが良かったな、これ

がこうだな、ということをお互いに、悪いところうんぬんではなく、い

いところを現場の先生方にはぜひとも見ていただきたいかなと思いま

す。 

そこでお母さん方のニーズが、そこでまた変わってくると思うんで

す。お母さんも１つしか見ていない。お母さん方も両方を見るというこ

とで、またちょっと違った形で一歩進んでくれたらいいかなと思ってい

ます。 

 

事務局（巳波） 実は、先ほども申し上げましたように、柏原市の子育ての仲間として、

幼稚園の教諭、保育所の保育士が、われわれ事務方ということで、実は、

全員、全職員対象に１回、施設長クラス対象に２回、意見交換会という

のをやりまして、それぞれの意見を実際に集約しております。 

その中で最も多かったのが、まさに今おっしゃったように、お互いの

良いところを取り入れて一緒にやっていきたいと、もう、ほぼ全員の方

がその方向でした。 

 

小松副会長 それは、拝見することはできないんですか。 

 

事務局（巳波） 申し訳ないですが、私たち仲間の話し合いですので、こういう場でお

出しできるものではございません。ただ、私の報告だけで済ませていた
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だけるのでしたら、今申し上げたように、そのご意見が一番多かったで

す。まず人事交流をしてほしいという意見もありましたし、幼稚園と保

育所で常にお互いを知らない状況だから、とにかく知りたいという意見

が多かったです。私ども柏原市の職員はそういう意識を持っているとい

うことだけはご理解していただきたいと思っております。 

具体的な意見等々につきましては、まだわれわれは意見を交換してい

る状況ですので、こちらでご報告できるようなまだところまではいって

おりません。 

ただ、今、小松先生がおっしゃったようなことは実際にやっておりま

すので、ある程度意見が固まりましたら、少し先になるかもしれません

が、こちらのほうでご披露できたらと思っております。 

 

谷向会長 加えて、新しいいいものを作っていって、それが柏原市のアピールで

きるものになればと思いますけれども、現場の先生方のそういうふうな

意見と、トップのほうのご意見はいかがなものですか。 

 

事務局（巳波） トップといいますと市長ですか。 

 

谷向会長 市長になりますでしょうか。 

 

事務局（巳波） 子育て大阪ナンバーワンです。 

 

谷向会長 子育てナンバーワンになるために、例えばどういうことをしてくださ

ろうとしているかとか、そういうようなことはどうでしょうか。お気持

ちを、熱意を感じたいと思ったりもしますが、そういうのは難しいんで

すか。 

 

事務局（巳波） この前の、タウンミーティングでは、一般の方を対象に、柏原市内５

カ所で、平日の７時から９時までだったと思いますが、市長が自分の施

策について約２時間語る中で、子育てに関してはかなり意見を述べてお

りました。とにかく待機児童を解消したいというのが、市長の現時点で

の一番の願いです。 

 

谷向会長 待機児童は十数名ですか。 

 

事務局（巳波） 今のところは 13 名です。毎月、毎月、申し込みがどんどんあります

ので、おそらくこれは増えると思います。 
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谷向会長 そこを見込んだ上で、数が増えるだけではなくて、質の面をというあ

たりについてはどんな意見なんですか。 

 

事務局（巳波） もちろん、質に関しても言っていますけれども、とにかく、今、１つ

とおっしゃるのでしたら、そのタウンミーティングで一番に言ったの

は、待機児童を早急に解消したいということです。今まで、待機ゼロと

いうのが柏原市の売りでしたので、とにかく、早急に解消したいという

のが思いであります。首長ですから、具体的な施策、例えば、何をどう

するとか、そんなところまではそうそう言いませんけれども、自分の思

いとして、待機児童の解消を一番に言っておりました。 

 

谷向会長 ありがとうございます。時間を相当延長してしまいましたので、終わ

らせていただきたいと思います。 

 

事務局（巳波） あと、報告ですが、前回のこの会議で食育に関するお話で、保育所の

給食の味とか量とかに関してのお話が出ておりましたので、さっそく、

保育所で設けております給食委員会で検討していただきまして、実費負

担となりますが、保護者さん相手に 10 月に試食会を行わせていただく

ということに決めました。保育所ごとで日にちはバラバラになるとは思

うんですが、各園、２回程度試食会をやるということで、そのお手紙を

８月中には保護者のもとに配っていただく予定です。 

一度食べていただいた後、アンケートを取るというか、保護者さんの

ご意見をお聞きするということを考えていますので、ご報告だけさせて

いただきます。 

 

中野委員 この子ども子育て会議に、教育委員会も重なってきているじゃないで

すか、幼稚園と小学校の。 

 

事務局（中川） はい。 

 

中野委員 今、先生１人で、40人弱の子を見ていている中で、小学生のそのクラ

スの中で、問題のある子とかが出てくると、例えばアスペルガーとか、

そういう子どもが出てきたときに、先生は他の子も見ないといけないの

で、この子を怒っていたら授業が成り立たなかったら学級崩壊とかまた

あると思うんです。そういうときに補佐の先生を付けてもらえるとか、

そういう特色みたいなものを話し合えればいいかなと、今、ちょっと、

思ったんです。 

そうなると、教育委員会とかそういう方がいらっしゃらないと話が進
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めなかったりとかしないかなと、ちょっと。 

 

事務局（中川） 学校教育の協議の場になりますので。 

 

中野委員 また、別なんですか。 

 

事務局（中川） 一度そういう場というのが、どういうところでやられているかという

のは、教育委員会に確認させていただきます。 

 

中野委員 すみません。 

西村委員 最後にいいですか。小松副会長先生がさっきちょっとおっしゃってい

たけれども、会議全体の進み方ですけれども、やっぱり、事務局の説明

が多いですね。せっかくこれだけエキスパートが集まっていることだ

し、柏原市の事情に詳しい人ばっかりなので、全体の、柏原市がどうや

って他と違うものをやっていけるかというか、特性をどう出せるか、そ

ういう総合的な話をしたら会議の内容が変わると私は思います。 

 

事務局（中川） 前回もお話しさせていただいたんですけれども、計画の数字というも

のは行政だけで決めるのではなく、子育て会議でご意見をいただいた上

で計画値として出さないといけないので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

西村委員 もちろんそうなのでしょうが、数字は簡単な説明でいいですよ。 

 

事務局（石橋） こういう計画というものを作る中で、こういう数字というのは載せて

いかないといけませんので、まず、この部分だけは会議で諮らないとい

けない数字としては出させていただいています。 

 

西村委員 もちろん。 

 

事務局（中川） その数字になるだけの根拠というのがあって、こういう根拠でこの係

数をかけましょうというところもお示しした上で数字ができあがった

というそのプロセスだけは、踏ませていただかなくてはなりませんの

で。 

西村委員 今後は、ちょっと短めに。 

 

谷向会長 すみません。次回からは、短めに。次回で数字のほうは終わると思い

ます。その後、もう少しざっくばらんに、柏原の将来像についての意見
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をいろいろ出して、活発に議論していただきたいと思いますので、どう

ぞ、よろしくお願いします。 

 

小松副会長 実は、国にも同じ会議が設置されておりまして、内閣府のホームペー

ジで検索していただくと国で何を考えているかというのも結構分かり

ます。難しくて分からないところもあるんですけれども、一番印象に残

っているのは、お金がないということです。 

国レベルでもお金がない、お金がないというのをずっとやっている、

去年の暮れぐらいから。つまり、何でも潤沢にお金を付けるというのが、

どうもできにくい状況のようでして、そこをアイデアで何とか乗りきる

しかないですし、地域の実情に合わせてメリハリを付けるということだ

と思いますので、その辺も含めて柏原の強みが作れていくようなお話し

合いをさせていただければと思っておりますので、これからもよろしく

お願いします。 

 

谷向会長 

【閉会】 

 そういたしましたら、お疲れさまでございました。 

 

 

 


