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第第第第２２２２回回回回    近江八幡市子ども・子育て会議近江八幡市子ども・子育て会議近江八幡市子ども・子育て会議近江八幡市子ども・子育て会議    

教育・保育給付部会教育・保育給付部会教育・保育給付部会教育・保育給付部会    要要要要録録録録    

 

日  時  平成 26 年 2 月 19 日（水） 午後２時 30 分～４時 30 分 

会  場  市役所 西別館第６会議室 

出席委員  田中裕喜部会長、中島妃早子委員、伊藤朋子委員、曽我三恵委員、 

鈴木祐治委員、中邨廣賢委員、井上和美委員、竹内久子委員、 

小西ひとみ委員、重田剛委員 

傍 聴 者  なし 

 

決定事項   

 ・教育・保育提供区域は中学校区とする方向で一致。 

 ・保育の必要性の認定事由については、国の案通りとする方向で一致。 

 ・保育の必要性の認定に係る就労時間の下限については、60 時間とする方向で一致。 

 

次  第 

開会 

 １.前回の部会での質疑とその回答 

２.議題 

  議題１．教育・保育提供区域の設定について（資料①） 

議題２．保育の必要性の認定と利用調整について（資料②-1 資料②-2） 

（議題３．確認を受ける施設・事業の基準について（資料③）） 

（議題４．地域型保育事業の認可基準について （資料④-1、④-2）） 

 

 閉会 
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議事詳細議事詳細議事詳細議事詳細 

 

開会 

 

１．前回の部会での質疑とその回答 

 

部会長  １回目の部会終了後、委員の皆様から質問や意見をいただいた。  

内容は３点。 

１点目は、前回の部会資料④「近江八幡市の子どもを取り巻く状況」

における、武佐こども園の児童数の推移について、平成 24 年度から短

時間児が長時間児に比べて多くなったことについての分析のお尋ねが

あった。市としては、認定こども園開園後、保護者もこども園のメリ

ットや特性を認識した上で活用いただいたことが移籍児童の多さに表

れていると考えている。 

 ２点目は、保育の必要性について。前回の資料⑤「保育の必要性の

認定事由」で、昼間だけではなく夜間を含む就労が保育の事由に含ま

れていることについてお尋ねがあった。これまで夜勤等の保護者の場

合は、昼間就労していないという理由で保育所に入るのが難しかった

が、そういった方でも昼間子どもを保育所に預けられるようにという

配慮が含まれている。ただし、夜間保育については、慎重に検討すべ

きものと考えている。 

 ３点目、保護者の意見をどこまで取り入れるべきか判断が難しいと

いうご意見と、保育所や幼稚園等の現場の意見を取り入れることで良

い制度が作れるのではないかという提案があった。この会議の委員の

中にも事業者代表の方がいて、今後計画を策定していく中でも事業所

側の意見を聞く機会を作る予定である。また、子ども・子育て支援の

主役はあくまでも子どもであるという視点で新制度のスタートに向け

検討したいと考えている。 

 

２．議題 

（１）教育・保育提供区域の設定について 

（事務局より説明、質疑・意見の募集） 

 事務局が、教育・保育提供区域の設定について、資料①に基づき説明を行う。 

 （質疑・意見の内容） 

委員  提供区域を中学校区とした場合、就学前の子どもは保護者の送迎が

必要な場合も出てくる。距離が遠くなるほど保護者の送迎や私立保育
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園の通園バスが必要になってくると思う。それらを考えると、中学校

区は厳しい。 

 児童、園児、就学前の子どもの数が少ないから、そこに事業は作ら

ないという考えは、教育の観点からすると疑問である。個人的な意見

だが、できれば小学校区ぐらいがありがたい。 

  

委員 （提供区域は）中学校区でいいと思っている。 

 幼稚園は徒歩通園が普通なので、多分小学校区の方がニーズとして

は合っていると思うが、保育園に関しては、中学校区であっても不便

を感じないのではと思う。例えば、送り迎えは職場の近くにあればい

いという考えもあるし、通勤途中にうまく使っている方も実際いる。 

 質問だが、（資料の中で）中学校区を区域とした場合に、小中学校

の接続に関して小学校が連絡を密にする必要がある、と問題提起がさ

れているが、具体的に教えていただきたい。 

  

事務局 ５・５交流といって、幼稚園や保育所の５歳児と、５年生が年に何

回か小学校区単位で交流しています。 

 ５歳児は小学校を見ることで、５年生は小さい子どもを見ることで

接続を滑らかにしている状況ですので、（中学校区を提供区域とした

場合）別の小学校区との交流も考えなければならないでしょうし、市

内全域（を提供区域とすると）全部の小学校区との交流をという話に

なるので、小学校区単位の方が、幼稚園は特に、滑らかに接続はでき

るということになります。 

  

部会長 幼稚園は桐原東以外、基本的に小学校区に１つずつ対応している。

仮に区域を中学校区にしても、従来通り基本的には家から一番近い幼

稚園が希望されるのではないか。 

  

委員 仮に中学校区となった場合に、違う小学校区の施設を希望したとき

区域がどう関わってくるのかが分からない。仮に保育所を希望される

方ならば、就労の関係でいろんなところへ行くため市内全域にニーズ

があるだろう。それに対し、あくまでも中学校区になるのか。 

  

事務局 提供区域を、例えば、中学校区で設定する場合は、その区域内の幼

稚園を希望すればどこでも行けるということにはなります。 
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委員 それならば全域にした方がいいと思う。働いているお母さんを基準

に考えれば、職場の方面によっては中学校区内とは限らないし、一方

で、子どもが幼稚園近いところがいい等、それは親の判断になる。 

  

事務局 必ずしも提供区域の中の施設を利用しなければならないわけでは

ありません。しかし、需給調整は提供区域の中で行っていきます。 

 全域にすると、距離的に利用しづらい調整になることも考えられる

ため、区域をより細かく分けています。 

  

部会長 区域を小学校区で設定できれば望ましいが、いくつかの校区に保育

所がないため、小学校区を区域とすることは現実問題できないのでは

ないか。それぞれの小学校区に保育所も幼稚園もあれば、小学校区と

決めるのだが、そうではないため、中学校区で行かざるを得ないと思

う。 

  

事務局 区域を小学校区にすると、急速な需給の増減が生じたときに対応し

て施設を整備しても、そのあと子どもの数がどんどん減っていけば、

結局経営できないという状況も生まれてくるので、（保育所等が）未

設置の学区については中学校区の中で補う方がいいと考えています。 

  

委員 岡山学区は保育所がゼロだが、住んでいる方は結構多いと思う。今、

小学校にあがるぐらいの年齢の子がすごく増えていると思うが、小学

校にあがったときに、通っていた保育園が違うから周囲の子どもたち

になじめない等の問題があるのか、現状が知りたい。 

その問題がなければ、広い区域でも問題ないと思う。 

  

委員 子どもの順応性は、ケースバイケース。ただ、１年生のクラス編成

は、やはり１つの保育所からのお友達２人一緒に同じクラスにすると

か、考えておられるという話を聞く。 

  

委員 （八幡学区の）保育園関係者として言いますが、確かに八幡学区で

は大多数が八幡幼稚園から八幡小学校に行くが、いろんな保育園から

も八幡小学校に行っている。そのときに小学校との連携は、密に行い、

引き継ぎも丁寧にしている。 

また、中学校との交流もあって、保育体験も実際公立中学校からも

来られる。しかし、それは同じ中学校区内の中学校である。 
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（２）保育の必要性の認定と利用調整について 

（事務局より説明・質疑） 

事務局が、保育の必要性の認定と利用調整について、資料②-1、2 に基づき説明を
行う。 

 

 （質疑・意見の内容） 

部会長 1 点目の保育の必要性の認定事由に、近江八幡市独自の事由を設け

るかどうかについて。意見をいただければと思う。 

  

委員 滋賀県はベッドタウンで、親から離れてこちらに来ている方も多

い。（事由案の）「同居」は外した方がいいと思う。 

  

事務局 基本的に認定事由は内閣府令で定めるので、そういった中で「同居」

は設けるかと思いますが、それに加えて市町村としては別居の方も認

定するというような場合もあると思います。 

 現状、別居の方を認定していないのは、まず別居している方を介

護・看護している場合、本当にその方がしているかの証明を提出いた

だくのが非常に難しいです。同居をしているからと言って必ず看護、

介護しているかと言いますと、それも難しいですが、そういった証明

を求めることが難しいということもあり、現行は同居の親族に限って

います。 

  

委員 逆に、証明書さえもらえればいけるということか。 

  

事務局  そういう手段があれば、検討すべき事項だとは思います。 

  

委員 別居の親が市内や近隣市等だと、面倒を見ている可能性もあるかと

思う。 

  

実際、中学校区で動いている取り組みは多く、どこかで１つまとめ

ていくというのであれば、中学校区がいいのかなと思う。 

  

部会長 それでは、この部会としては、この提供区域は中学校区とする方向

でよいか。 

（異論なし） 

ありがとうございます。 
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委員 この場合の、「同居」しているというのは、同居の親が病気をした

ため、その介護をしないといけないから子どもの面倒を見られず、保

育所にお願いしたいというケースが根底にあると思う。 

 子どもが保育所に行く年齢ならば、親の親もまだ元気だと思う。だ

から、もし（親の親が）若くして病気をして介護・看護をする場合は、

特例の感じで入れるのが自然と思う。 

  

部会長 同居親族の取り扱いは利用調整にて検討してはどうなのか。 

  

事務局 市としては、基本的には国の示す通りですが、そのほかの場合も事

情をお聞きしたり、色々な書類を出していただき、特例として認める

場合もないわけではありません。 

  

事務局 現在審査を担当していますが、一人親、一人っ子が増えてきてる現

状もあり、別居している方の書類を求めていくと、今度はその方が本

当に介護をしなければならないのかどうなのか等、個人情報等を突き

詰めていかなければならない場合も出てきます。 

 （別居を考慮するのは）現段階では、非常に厳しいというのが審査

側の意見です。 

  

委員 この議題全般に関して、困っている人は少数かと思う。就労時間に

しても、本当に下限を 48時間にして、別居の人も全部ここに国が挙

げている状況を全部受け入れると、皆が満足だと思うのだが、そのよ

うな受け皿がないと考えた方がいいのか。どれぐらいの人を絞ったら

いいのかが問題なのか。 

  

事務局 全てのニーズに応えることが本当に子どもにとっていいことなの

か、という視点でも検討していくべきではないかと思っています。そ

の上で、ある程度の基準を設けることが必要になると思います。 

 例えば、60 時間以下で働いている人だと、幼稚園の預かり保育で

対応できる可能性も出てくるので、保育園以外の方法でニーズを補う

ことも１つの方法ではないかと考えます。 

  

委員 今のところ国が示している基準だが、現行のままではいけないと思

う。例えば、認定事由にしても、待機児童がいるということは、保育

所に入りたいけど入れない子どもがこの網から漏れている。だから、
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今待機児童になっている子どもの一番の理由を拾ってあげないとい

けない。 

 （事務局の）就労時間の説明によれば、それによる待機児童はそれ

ほど人数が多いわけでもない。どこで引っかかって、待機児童になっ

ているのかを説明していただき、それも加味した上で議論しなければ

と思う。 

  

部会長 新制度における当市の認定事由案を資料に基づいて説明してもら

ったが、国の基準自体がかなり踏み込んだ、保護者が利用しやすいよ

うなプランになっていると思うので、これを近江八幡市がやっていけ

るのかどうかが心配である。国からの基準に、対応できないという市

町村が続出するだろう。しかし、国の基準よりもレベルが低いものを

この会議で設定することはできないと思う。 

  

委員 当市の場合は、ほとんど現行通りである。今まで現行通りとしてき

ているのになおかつ待機児童がいるのだから、それを減らすための新

たな何かがいるのではないかと。 

 全ての入所希望をかなえるには、極端な話、保育所の数を増やすか、

今の認定事由を改革するしかない。 

  

部会長 今の時点で事務局が提案いただけることはあるか。特定の事由で引

っかかっているのであればそこを変更しないといけないが、そうでは

なく、この場所に保育園がない等の理由で入れなくなっているという

のであれば、認定事由いかんの話ではない。 

  

事務局 待機児童の現状を見ている中で、それぞれの園の保育士の状況に合

った募集であればいいのですが、年齢によって申し込みの状況も違

い、０歳に対する３対１という厚い配置体制や、保育所の設備的な規

定等から、入園できないという状況が起こっています。 

 もちろん保育所の整備としてここ数年で定員は増やしていますが、

それよりも保育の利用希望が上がっているので、それに追いついてい

ないという状況です。 

  

事務局 保育の必要性は認めても受け入れできないこともあります。例えば

フルタイムの方が多く申し込んだら、その基準の中で求職中の方は点

数が低くなります。あとは年度の途中で入園希望する０歳児がかなり
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多く、そういう方が待機児童になっていますので、事由というよりは

基準の点数に大きく影響されていて、それに対する保育所の供給不足

で待機児童が出るのだと思います。 

  

部会長 認定事由としては市の方から提案があった案の方向性でよいか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。それでは、２点目、認定の基準となる就労

時間の下限を月 60 時間にする、という案を出していただいたが、こ

れについてご意見をお願いしたい。 

事務局の方に質問なのだが、月 15日以上、60 時間というのは近江

八幡市の現行だが、月 15日以上という言葉を取るのか。60 時間とい

う時間のところだけ取れば現行通りだが、15 日以上のほうを外す、

これは国からの基準なので必要なのだろうが対応可能なのか。 

  

事務局 まず、就労時間によっては月の就労日数がとても少ない状況もあ

り、その方が保育所を利用することが本当に必要なのだろうか、また、

長時間保育が子どもにとって本当に最善の利益かという議論もあり

ます。 

 現状、週 3 日以上の就労が短時間勤務制度に適応するので、だいた

い月 12 日ぐらいです。月 15日以上とした場合、これが引っかかって

しまうので、今回国の提示している月 60 時間ということにしていま

す。 

 国としては、月 15日以上などの設定をしている自治体が多いこと

も把握していると思いますが、今は就労形態が様々になっていますの

で、色々な方が利用しやすいようにということで、こういった形の提

示にしているのだと思います。 

  

事務局 多様な働き方に応えるために、15 日かつ１日４時間、という文言

を外そうということになっているのだと思います。 

 先ほどの 48時間というのは幼稚園で対応が可能な時間でもありま

すし、また、３時間を４日とか４時間３日とかの就労の方まで保育の

必要性があるのか疑問があります。ただ、60 時間、月 15日以上かつ

一日４時間以上（の就労）という現行から、「かつ」を取ったのは、

市にとっても大きな決断であると思っています。 
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委員 （短時間就労の保護者の保育ニーズに対し）短い時間なのに保育所

に入りたいと思うのはなぜか。 

  

部会長 (資料)２の２の表にある通り、60 時間未満の、つまり 59 時間以下

の人はほとんどが幼稚園を希望している。 

 したがって、48～59 時間の人が、下限の基準を 48時間にしたらも

のすごく助かるということは起こらない。問題は 60 時間を超えて 60

～63 時間あたり。 

 ３つの案を出していただき、15 日以上（という文言を）を外して

しまうので、ものすごくニーズが増える可能性もある。そうすると、

月 60 時間と設定するのは、かなり思い切った決定になる。 

 この表を見ると、月 64 時間とすると、資料の表にある 60 時間以上

のところにある 35パーセントの人が漏れて、保育所に行けなくなる。

やはりこの判断もこの会議としてはできないと思う。 

 だから、月 15日以上を外して 60 時間にするのも、かなり賭けだと

思うが、これを選ばざるを得ない状況だと思う。 

 この会議では、月 60 時間の方向で考えるということでよろしいか。 

 （異議なし） 

 ありがとうございます。 

 それでは、３点目の利用調整の際に考慮すべき場合について、ご意

見をお願いしたい。 

  

部会長  親のニーズとしては、利用調整に考慮される項目は（資料にある）

すべてのものがあるといいのだが、どこかで線を引かなければいけな

い。希望通りにならないとしても、生活保護世帯、生計の中心者が失

業中で保育の必要性が高い場合、ＤＶ、この３点は考慮に入れてほし

い。 

  

委員 虐待やＤＶの恐れがあり社会的養護が必要な場合だが、これは加点

という問題ではなく、認定事由で考慮するものだと思う。また、その

他市町村が認める場合のところに、近江八幡市では、保育士・幼稚園

教諭・保育教諭の子ども、という加点はあるのか。 

  

事務局 現状としては加点していません。 
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委員 保育士は少なくてどこも困っているし、保育所の運営をやろうと思

えば保育士がいないとできない。その子どものことを考えていただき

たいのと、女性医師たちもなかなか子どもを預かってもらえず仕事は

したいけどできない例もあるので、配慮いただければありがたい。 

  

事務局 利用調整の部分については、今加点する、しないということは、も

ちろんすぐには決められませんので、委員の皆様の意見をもとに、今

後検討させていただきたいです。 

  

部会長 他にいかがですか。では、部会としてこの方向性で考えていくとい

うことでよろしいか。 

 （異議なし） 

 時間的に、他の議事については意見を書面で出していただくという

形にさせていただく。 

本日、予定していた議事は一応終了したので、議事を市の方にお返

しする。 

 

閉会 

 

 


