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公開・非公開の別
■ 公 開 □部分公開 

□ 非公開 

平成 30 年度 第 1 回浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会会議録 

１ 開催日時    平成 30 年６月 29 日（金） 13:30～15:00 

２ 開催場所    市役所本館８階 第５委員会室 

３ 出席状況    委員 

佐々木正和（ささきまさかず） 佐藤宏人（さとうひろと） 

杉江陽子（すぎえようこ） 安間清弘（あんまきよひろ） 

柳澤百合子（やなぎさわゆりこ） 

山口崇（やまぐちたかし） 渡辺東作（わたなべとうさく） 

事務局   

こども家庭部：金原部長、鈴木次長 

次世代育成課：小田切課長、北村課長補佐 

大石グループ長、林グループ長 

子育て支援課：平野課長補佐 

青少年育成センター：久保田所長 

児童相談所：鈴木所長、横井副所長 

幼児教育・保育課：山本課長、尾田幼児教育指導担当課長 

         藤井グループ長 

               教育総務課：今村学校地域連携担当課長、内田グループ長 

健康増進課：小山課長補佐 

欠席委員  

野々山勇（ののやまいさむ） 神田静代（かんだしずよ）  

古賀玲子（こがれいこ） 

４ 傍聴者     ５人（一般：５人） 

５ 内 容   《報告》 

（１）平成 30 年度 保育所等利用待機児童数及び対応策について 

（幼児教育・保育課） 
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（２）平成 30 年度 浜松市放課後児童会登録児童数及び待機児童数に

ついて 

（教育総務課） 

         （３）平成 29 年度 浜松市児童相談所の相談統計について 

                               （児童相談所） 

         （４）平成 29 年度 浜松市家庭児童相談室の相談統計について 

                               （子育て支援課） 

         （５）子どもの未来サポートプロジェクトの実施状況について 

                               （子育て支援課） 

６ 会議録作成者  次世代育成課 管理・育成ｸﾞﾙｰﾌﾟ 林 欣哉 

７ 記録の方法   発言者の要点記録 

          録音の有無  有・無 

８ 会 議 記 録 

１ 開 会 

２ 会長挨拶 

３ 議 事 

《報告》 

（１）平成 30 年度 保育所等利用待機児童数及び対応策について 

（山本課長）   

（１）についての説明 

【質疑・意見】 

（安間委員） 

待機児童の解消に向けた平成 31 年度の定員拡大の内容として、認定こども園や私

立保育所の予定が挙げられているが、公立の幼稚園や保育園においては、施設を充実

させる予定はないのか。 

（山本課長） 

 市の方針として「民でやれることは民で」ということがある。手法としては公立施

設も考えらえるが、まずは民に募集をかけて拡大を図っている。 

（安間委員） 

 公立の幼稚園や保育園でも認定こども園に指定されているところがあったと思う
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が、認定こども園に関しても民間に任せるという考えか。 

（山本課長） 

 公立は、幼稚園と保育園だけで認定こども園はない。 

（安間委員） 

 北庄内幼稚園は２年ほど前に認定こども園に指定されていたと思うが。 

（山本課長） 

 北庄内幼稚園については、そうした手続きを行った事実はなく、現在も幼稚園のま

まである。おそらくそれは、公立幼稚園が子ども・子育て支援新制度の中で、従来型

の幼稚園から新制度の幼稚園に移行したということだと思われる。 

（金原部長） 

国の制度改正により、平成 27 年度から新制度になり認定こども園が新設された。

その際の話かと考えられる。 

（安間委員）   

 確認だが、認定こども園や保育所については、まずは民間において定員拡大を図り、

それができない場合は公立で行うということか。 

（山本課長） 

 まずは民間で拡大していただくところは拡大していただくが、市域が広いこともあ

るため、中山間地域など民間の進出が望めない地域においては、市が行わなければな

らない場合もある。 

（杉江委員） 

 平成 31 年度定員拡大の内容として、910 人という増加定員数は、待機児童と保留

児童を合わせた数なのか。また、歳児別の定員内訳はどうなっているか。 

（山本課長） 

 910 人は、将来的に保育を必要とするニーズを見込み、それを基に定員拡大すべき

数を見込んだものである。歳児別の内訳は後ほど報告させてもらう。 

（杉江委員） 

 認定こども園や保育所において保育士の確保が困難な状況にあることから、市が保

育士を確保して、各園のニーズに応じて配置する考えはないのか。 

（山本課長） 

 保育人材センターのような制度はない。公立の幼稚園や保育園の場合、緊急時に職
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員を配置することはあるが、民間においてはそれぞれの法人で確保してもらってい

る。同じ法人の中で複数の園があればそのようなやりとりはあると思うが、官民合わ

せた全体としての制度はない。 

（杉江委員） 

 保育士が不足した場合に取り合いにならないように調整するシステムがあれば良

いと思う。 

（渡辺委員） 

 待機児童の入所基準を弾力的に運用することはできないか。施設を拡大するのは良

いが、入所希望者は１歳児が多く０歳児は定員に満たないと聞いている。担当者に話

を聞くと、施設の設計段階から０歳児、１歳児とそれぞれのスペースが決まっている

ことから、歳児ごとに定員いっぱいになると他が空いていても入所を断られることが

ある。余力のある経営母体は柔軟に対応しているところもある。やみくもにスペース

の問題だけで定員を決めるのはいかがなものか。 

（山本課長） 

 各施設ごとに一定の範囲の中で弾力的な運用が可能になっている。しかしながら、

安全性の確保や保育の質の確保の観点から、現場がその部分を担保できないのであれ

ば、施設側の判断となる。定員どおりでないと不可ということではないが、弾力的運

用にも限度がある。 

（渡辺委員） 

 現場の窓口対応では、定員いっぱいになると「だめなものはだめ」と断られると聞

いている。定員拡大を希望する認定こども園や保育所があったら、早期に待機児童を

解消する観点から、方策としてこれまでの実績を踏まえ母体のしっかりした所に任せ

る配慮があってもいいのではないか。 

（金原部長） 

 最終的には安全や保育の質の問題があることをご理解いただきたい。少し補足させ

ていただくと、今回の 97 人という待機児童数は昨年より減少し、ここ４年で４分の

１程度になった。しかし、年間を通してみると年度途中で次第に増える傾向があり、

年度末の保留児童数は 1,000 人位になることもある。４月の年度始めには０歳児にも

空きがあるものの、年度末にはほぼいっぱいになっている状況である。 

 弾力的という点で言えば、各区に相談員を置き、保護者に保育施設の紹介（第一希

望、第二希望…）をしている。これからも保護者のニーズにきめ細かに対応していき

たい。 

（佐藤委員） 

 平成 31 年度定員拡大のうち、「地域型保育事業の創設」の「増加定員 380 人」の内
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容を伺いたい。地域型保育事業とは０歳児から２歳児を預かる小規模保育事業を想定

していると思うが、この小規模保育事業が活用できれば、０・１・２歳児の待機児童

は減るのではないかと思われる。その事業の内容を説明していただきたい。 

 ０歳児から５歳児を預かる大きな規模の認定こども園や保育所の場合、例えば１歳

児が２０人定員のところを２５人入れることは可能ではある。しかし、その子どもた

ちは１年後には２歳児になり、２年後には３歳児になることを考えると、園全体の年

齢構成がアンバランスになることが問題である。 

 民間の認定こども園や保育所においても定員の弾力的な運用を行っているが、保育

士の確保ができないため、子どもを受け入れられないのが現状である。こうした状況

もあるので、０・１・２歳児は小規模保育事業で、３・４・５歳児は認定こども園や

保育所で受け入れることができるのではないかと思い、380 人の定員増に期待をして

いる。 

（山本課長） 

 小規模保育事業については、０・１・２歳児を預かる施設として、児童福祉法に基

づいて認可する。卒園後は連携施設へ行くことになる。国は連携施設の設定を義務付

けてはいないが、浜松市においては応募する際に、連携施設の設定を義務付けている。

今年の３月から５月末まで募集をしたが、現在は 380 人の定員数を変えずに再募集を

かけているところである。応募していただく事業者としては、社会福祉法人や学校法

人、株式会社等として、７月 27 日まで募集をしている状況である。 

（佐藤委員） 

 地域型保育事業は、すべて小規模保育事業と考えて良いか。 

（山本課長） 

 募集しているのは小規模保育事業と事業所内保育事業の両方だが、近年は企業主導

型保育事業の設置促進が図られており、応募があるのは、ほぼ小規模保育事業の方と

捉えている。 

杉江委員から質問のあった歳児別の定員内訳については、次回の分科会で報告させ

ていただく。 

《報告》 

 （２）平成 30 年度 浜松市放課後児童会登録児童数及び待機児童数について 

（今村担当課長） 

（２）についての説明 

【質疑・意見】 

（渡辺委員） 

 待機児童が多いことよりも、放課後児童会のスタッフ確保が問題と聞いている。Ｎ



6 

ＰＯが運営しているところは待遇面での困難がある。子どもを迎えに来る車で混雑す

るときは、スタッフが交通整理の対応に追われる。そこで民生・児童委員に支援の要

望が来る。施設の整備とともにスタッフの確保が必要ではないか。 

（今村担当課長） 

 スタッフ確保は課題として認識している。さまざまなところ（広報はままつ・庁内

の掲示板・自治会等）で募集をしている。 

（渡辺委員） 

 市民向け周知は広報はままつだけでは不充分。聞くところによると、行政からのお

知らせは市民の目に触れにくい。反面、学校からのたよりは身近に感じるという声を

聞いている。そこで、学校のたよりで募集をかけることはできないか。身近な情報と

いう点では学校のツールも必要だと思うので、是非活用をしてほしい。 

 また以前、ＮＰＯの方を招いて、放課後児童会のことについて委員で情報共有をし

たことがあった。その際、ＮＰＯの方は民生委員と一緒に声をあげて、スタッフの待

遇改善を求めていくことの必要性を説いていた。 

（安間委員） 

 待機児童についてはキャンセル待ちの話があったが、点数が低い人は始めから諦め

る傾向があるのではないか。そういう人たちを含めると、数値に表れない待機児童は

もっと増えるのではないか。これからしばらくは、放課後児童会のニーズが高いと思

われるので、そういう数値も把握した上で入りたい人が 100％入れるように施設の充

実を図ってもらいたい。 

（今村担当課長） 

 待機児童の解消については、施設の確保と支援員の確保を懸命に取り組んでいると

ころであるが、いままで以上に取り組みたい。開設場所については、民間の空き店舗

等新たな場所がないか考えていきたい。また、支援員の確保については、夏休み前な

ど学校のたよりに掲載してもらっている。学校の学習支援員やパートの給食員など

は、学校の休業中は勤務がないので、放課後児童会への協力をお願いしている。 

《報告》 

 （３）平成 29 年度 浜松市児童相談所の相談統計について 

  及び 

 （４）平成 29 年度 浜松市家庭児童相談室の相談統計について 

（鈴木所長） 

（３）についての説明 
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（鈴木次長） 

 （４）についての説明 

【質疑・意見】 

（山口委員） 

 「児童虐待対応の通告経路」について、幼稚園は「学校等」に含まれているのか。

また、「学校等 93 件」の内訳を教えていただきたい。 

（鈴木次長） 

 幼稚園は「学校等」に含まれる。内訳としては、幼稚園が 13 件、学校が 79 件、教

育委員会が 1 件である。 

（杉江委員） 

 通告先としての児童相談所と家庭児童相談室は、何か区別があるのか。この案件は

どちらに相談するといった決まりはあるのか。 

（鈴木所長） 

 平成 16 年改正児童福祉法の中では、区の家庭児童相談室にまず連絡するようにな

っている。案内についても、身近な相談窓口である区の家庭児童相談室に行くよう周

知啓発している。しかし虐待の程度によっては、どちらに通告するか迷うところなの

で、平成 27 年 7 月からは、全国の虐待相談の共通ダイヤル「189」が創設され、そこ

へ電話すれば全国どこからでも 24 時間、365 日該当の児童相談所へつながるように

なっている。最悪の結果だけは避けたいと思うので、分からないときときは、共通ダ

イヤル「189」もしくは家庭児童相談室・児童相談所でもよいので相談をしてもらい

たい。   

まず相談を受けた先の対応になるが、家庭児童相談所から児童相談所に送られるケ

ースもあれば、その逆もある。「福祉事務所」は家庭児童相談所のことであり、「近隣・

知人」等は直接児童相談所に相談があったとご理解いただきたい。 

（杉江委員） 

あまり細かく区別せず、とにかく様子がおかしかったらどちらでも対応できるとい

うことで良いか。 

（鈴木所長） 

良い。 

《報告》 

 （５）子どもの未来サポートプロジェクトの実施状況について 

（鈴木次長） 
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（５）についての説明 

【質疑・意見】 

（渡辺委員） 

 子どもの貧困対策として取り上げられている学習支援事業の実態を教えていただ

きたい。１会場あたり多い所で７・８人、少ない所で３・４人という数値は、市とし

て満足のいくものなのか。就学援助を受けている家庭の子どもを対象と考えるのであ

れば、就学援助の募集をかける際に案内するなど周知の方法を工夫することも考えら

れる。現在は、子どもの６～７人に１人が貧困家庭の子どもといわれ、なおかつその

中でひとり親家庭は５４％であり苦しい経済状態にあるとされている。児童扶養手当

も支給されているが、それだけでは生活困難な状態である。そうした状況下では、こ

の学習支援事業は意義のあることだと思うので、本腰を入れていただきたい。 

（鈴木次長） 

 全体でみると、利用率の実態は半分に満たない状況である。これは、生活困窮家庭

の子どもを対象としているため、デリケートな部分があり広く公募をせず、対象とな

りそうな家庭に個別に声掛けをして募集をしていたためで、そこに一つの限界があっ

たことは否めない。しかしながら重要な事業と認識しているので、児童扶養手当の定

期的な通知の際、案内を同封するなどの取り組みも始めたところである。 

事業開始後間もないので、徐々にブラッシュアップしながら利用率の向上に努めた

い。 

（渡辺委員） 

 せっかくの制度であり公費も投入されているので、事業の充実を図っていただきた

い。 

（金原部長） 

 この事業を是非活用していただきたい思いもあるが、非常にデリケートな部分があ

る事業なので、特に民生委員の方にはご苦労をかけている。そういった点には配慮し

ながら続けていきたいと思う。 

 子どもの数が数名という指摘があったが、登録者数をみるともう少し多い。実際に

この学習支援事業に集まった子どもの様子を見聞きしたところでは、社会性を身につ

けることや勉強への意欲を高めること、夢や希望を育てることが大切だと感じる。そ

れが将来的に負のスパイラルから抜け出すことにつながる。 

 この事業を継続できるよう、みなさんのお力添えをお願いしたい。 

（佐々木会長） 

学習支援事業ついては社会福祉協議会の方からも話を聞いている。ＮＰＯや株式会

社も学習支援に参入しネットワークが広がっているが、株式会社は営利がなくなった

ら手を引くこともあるため、行政側も注視していただきたい。 
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４ こども家庭部長挨拶 

５ 閉 会 


