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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２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９月１０日（月） １３:３０～１５:００ 

２ 開催場所    市役所本館８階 第３委員会室 

３ 出席状況    委員    佐々木正和（ささきまさかず） 安間清弘（あんまきよひろ） 

野々山勇（ののやまいさむ） 山口崇（やまぐちたかし） 

柳澤百合子（やなぎさわゆりこ） 古賀玲子（こがれいこ） 

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 

健康増進課：辻村課長 

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 

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 

子育て支援課：平野課長補佐 

幼児教育・保育課：山本課長、尾田幼児教育指導担当課長、 

松下課長補佐、藤井グループ長、 

井川グループ長 

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

欠席委員  杉江陽子（すぎえようこ） 神田静代（かんだしずよ）  

佐藤宏人（さとうひろと） 

４ 傍聴者     ５人（一般：５人） 

５ 内 容   《報告》 

（１）次期「子ども・若者支援プラン」策定に係るニーズ調査について 

（次世代育成課） 

（２）放課後児童会運営委託化モデル実施について 

                        （教育総務課） 

《審議》 

（１）教育・保育施設、地域型保育事業の認可等について 

（幼児教育・保育課） 



2 

６ 会議録作成者  次世代育成課 管理・育成グループ 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）次期「子ども・若者支援プラン」策定に係るニーズ調査について

（小田切課長）   

報告（１）について配付資料を基に説明

【質疑・意見】 

（山口委員） 

今回のニーズ調査においては、来年の 10 月から始まる幼児教育・保育無償化が大きな影

響を与えると考えられる。事業者も自治体側も無償化の詳細は把握できていない部分が多

いが、マスコミの報道によって、市民の関心度は高いと思われる。今般のニーズ調査にお

いても、無償ならば預けたいという利用希望者が増加して、潜在需要がかなり掘り起こさ

れるのではないかと考えられる。 

今回のニーズ調査項目の中で無償化について設問を新設しているが、どういう回答の選

択肢を設けるのか。例えば幼稚園では、預かり保育も就労家庭は無償になるという条件も

あるので、回答の選択肢を詳細に設定しないと、調査を受ける者も回答する際に混乱する

のではないかと考えられる。 

 次に、既に一部の私立幼稚園では２歳児の受け入れを行っているが、浜松市でも今後、

補助制度を創設し幼稚園型一時預かり事業による幼稚園での２歳児保育が導入されると聞

いている。現状では認知度は低いと思われるが、今回の調査ではどのようにニーズを計ろ

うとしているのか。また幼稚園型一時預かり事業による２歳児保育について、どのように

説明していくのか伺いたい。 

（小田切課長） 

 １点目の質問については、選択肢を入れずに項目だけで説明させていただいたので、委

員からのご指摘を参考にしてニーズ調査を実施していきたい。 

（山本課長） 

２点目の幼稚園型一時預かりのニーズの関係について、今回の新たな調査項目の中では、
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従来型の幼稚園における２歳児保育事業のニーズを把握する項目はない。委員からいただ

いた意見を参考にし、調査項目等をどのようにするかということを含めて検討したい。 

（安間委員） 

 前回の調査は何年前か。 

（小田切課長） 

 ５年前、平成２５年に実施した。

（安間委員） 

 調査の対象者は、幼稚園や保育園に依頼して抽出するのか。 

（小田切課長） 

 無作為抽出で対象者を抽出する。 

（佐々木委員） 

 若者へのアンケートに関しては、どのように対象者を抽出するのか。 

（小田切課長） 

 実際に支援機関に通っている若者を対象にするので、それぞれの機関に選定を依頼して

調査を実施する予定である。 

《審議》 

（１）教育・保育施設、地域型保育事業の認可等について

（山本課長）   

審議（１）について配付資料を基に説明 

【質疑・意見】 

（渡辺委員） 

 こども園が新設・認可されているが、それによって待機児童は解消されるのか。また、

希望した保育施設に入れない保留児童は解消されるのか。 

（山本課長） 

 この施設整備をもって、平成 30年度当初 97 名であった待機児童が平成 31 年度当初に 0

になるかは、今年度の募集を経て各施設の入所状況について細かく分かってこないと、結

果として見えてこない部分がある。しかし、定員（受け皿）を増やすことは待機児童を減

らす方向に作用すると思われる。また、保育を希望しているが入所できない保留児童数は、

待機児童の３～４倍程度と思われるが、こちらも同様にいずれ解消に向かうと捉えている。
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（渡辺委員） 

 きょうだいで同じ園を希望する人が、昨年は 213 人いたと聞くが、この件も解消できる

のか。また、働く女性が増えている中、仕事を探しているが保育園が見つからないため思

うような仕事が見つからない、仕事が見つからないので保育園に入れる余裕もないといっ

たケースもある。施設を増設すればよいというものでもない。 

 一方では、公立幼稚園の園児数が激減している状況がある。行政の指導としてこども園

に移行する指導勧告は行えないのか。園児数が減少した際には、費用対効果の観点から存

続について検討した方が良いかもしれない。 

（山本課長） 

 きょうだい入所については、保護者の申込み時点での意向に沿えるよう、各区役所の窓

口で丁寧に対応している。また、施設を増やして定員が余剰になるという問題については、

市としてもしっかり見極めをし、施設整備等の関する募集に反映させていかねばならない

と考えている。 

 また近年、公立幼稚園の定員に対し入園する子供が減少しているのは、新制度に移行し

て保育料が応能負担になったことや、施設の老朽化などの原因があると思われる。しかし

ながら、こども園にするには、保育室やトイレ、給食設備といったハードの整備や、職員

配置などを含めたその他諸々の準備が必要になる。そこで、まずは民間でできることは民

間でという方針のもと、私立のこども園や保育所の創設という形で住民のニーズに応えて

いく取組みをすべきと考えている。 

（渡辺委員） 

 公費を投入している公立幼稚園は、費用対効果の観点から園児数が最大何人確保できれ

ば存続させるという目安を設けるべきだと思うが。あまりにも園児が少ない園については、

撤退するという考えはあるのか。 

（山本課長） 

 今のところ、何人以上でなければ園として成り立たないという基準を設けて閉鎖すると

いう考えはない。しかし、子供の数が減ることにより、保護者は自分の子供のためにより

よい施設を選択することとなる。市立幼稚園が、児童数の減少をもって一概に施設整備を

し、こども園化することは難しいと考える。平成２６年の市立幼稚園再編が棚上げになっ

たことを踏まえ、希望する保護者がいる限り市立幼稚園を存続させるスタンスは変わって

いない。 

（渡辺委員） 

 幼稚園や保育園のエリアバランスは考えているのか。 

（山本課長） 

 従来は区ごとに定員の割り振りをして施設整備の募集をしていた。現在は待機児童が次

第に減少しているため、市全体で定員を決めて募集しているが、待機児童数を区ごとに公

表をしていることから、その状況に応じて民間が進出するエリアを決めている。 
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（渡辺委員） 

 浜名地区には現在、幼稚園が３園ある。その中で今年新たに保育園が２園、来年も２園(う

ち１か所は保育所)新設される。このように集中的に設置が進むと、送迎の交通量が増え、

住民は交通事情の悪化を心配している。 

（山本課長） 

 いただいた意見については、市としてもしっかりと考えていきたい。また、施設を設置

しようとする民間事業者には、自治会を通じて地域の方に丁寧に説明するよう指導し、ト

ラブルの未然防止に努めている。そして開園した後も、安全に通園できるよう、園に対し

て指導をしている。 

（安間委員） 

 南庄内幼稚園が閉園になり北庄内幼稚園と統合された際、閉園の条件として送迎バスに

よる通園が認められた。しかし従来から北庄内幼稚園に通園していた園児の中には、元南

庄内幼稚園の園児よりも自宅が遠い園児がいて、その園児たちは徒歩か保護者の送迎によ

る通園をしている。従来からの北庄内幼稚園の園児は、バスによる送迎をしてもらえない

のか。 

（山本課長） 

通園バスを使うようになったのは、南庄内幼稚園と北庄内幼稚園が統合された際、保護

者から要望があり、それに市が応じたものである。小学校でも同じような統合のケースが

あるが、従来から徒歩で通学していた子供については、通学バスを運行することはしてい

ない。 

（安間委員） 

 北庄内幼稚園の今年の新入園児は７名で、昨年は１９名だった。保護者の話によると、

送迎バスを運行している私立幼稚園に通園するということだった。市立幼稚園に入る子供

の数が減り、園自体が存続の危機にあると言える。そこで、もっと保護者の要望を聞き、

バスによる送迎の措置を検討していただきたい。幼稚園や小学校があって地域のコミュニ

ティーが成り立っているので、配慮が必要である。 

（山本課長） 

 市立も私立も同じ幼児教育を行う施設として、分け隔てなく考えている。したがって、

市立幼稚園で通学バスを運行して園児を増やそうとは考えていない。現在提供している教

育・保育を継続することで、保護者の理解を得たいと考えている。 

（安間委員） 

 送迎バスのことは、現在、幼稚園に子供を通わせている保護者から聞いた要望であるこ

とをご承知おき願いたい。 

（渡辺委員） 
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 保育園の役割として、子育てに悩みをもつ母親への相談助言や、児童虐待から子供を守

ることが挙げられる。昨年の１歳半健診において 6800 人中、2200 人が発達障害等で「要

フォロー児童」と診断されたと聞く。そういう子供たちが、来年 10 月の保育料無料化によ

って、保育園に入園することにより、保育士に一層の負担となることが予想される。子供

の増加という現状をふまえ、単に園の数を増やすだけでなく、保育士の充実も図っていた

だきたい。 

また、子育てに悩みがある、持病がある、経済的に困窮している等の事情を抱える妊婦

が増えている。その数は、母子手帳を交付された 6500 人のうち、849 人くらいと聞いてい

る。こうした現状も考慮して施設が整備されているのか伺いたい。 

（山本課長） 

 発達に課題を抱える子供の数は、市立・私立を問わず増加傾向にあると認識している。

そこで、研修会により職員のスキルを向上させるとともに、一部の市立幼稚園においては

発達支援の部屋を開設したりしている。また、妊婦については幼稚園・保育園等での関わ

りということでは第２子以降ということになるが、相談いただくこともあると思われる。 

（渡辺委員） 

 １歳半健診において、20％の母親が問題を抱えていると言われるが、それを受け入れな

い場合がある。保健師がフォローに行っても訪問拒否になると、地域のことを知っている

民生委員に声が掛かることがある。子育てに悩んだり、ハンディを背負う子供を抱えてい

たりする母親は思いのほか多く、保健師もエリアによっては 200 人以上を抱えている。こ

うした現状を、行政はしっかり把握し対応策を講じる必要があると思うが。 

（鈴木次長） 

 妊婦相談に特化したものではないが、子育て支援ひろばという、就園していない３歳未

満の子供と保護者を対象にした、地域での集いの場を設けている。その中で相談にも応じ

ているので、ぜひ活用してもらいたい。 

（山口委員） 

 待機児童が減少してきたところで無償化の動きがあり、先行して実施している自治体な

どにおいては、保育需要が急増したという話も聞いている。これが全国的に無償化になれ

ば、需要はさらに増えると思われる。ニーズ調査の結果をそのまま定員増に盛り込むこと

はないと思うが、ある程度の配慮は必要である。現在においても保育士や幼稚園教諭が不

足していて、施設はあっても指導者がいないという状況である。無償化によって定員増が

起こると、人材不足の状況はさらに進むと思われる。 

 そもそも幼児教育の無償化は、すべての子供に対して質の高い教育を保障し、将来活躍

する人材を育てることをねらっている。しかしながら、定員増によって指導者が不足する

と、保育の質が担保できなくなることが心配される。保育の質が確保されるような計画に

するため、ニーズ調査の結果を考慮してほしい。 

（山本課長） 

 やみくもに保育所の定員を増やしていけばよいというものではない。保育士や幼稚園教
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諭の確保が難しくなっている状況も十分考慮した計画にしていく必要があると考える。 

《報告》 

（２）放課後児童会運営委託化モデル実施について

（教育総務課 今村学校地域連携担当課長）   

報告（２）について配付資料を基に説明 

【質疑・意見】 

（安間委員） 

 放課後児童会の委託先は浜松市が選定するのか。 

（今村課長） 

 浜松市が選定する。 

（安間委員） 

 補助方式は責任の所在が不明確とあるが、これは各地区において連合自治会長が放課後

児童会の会長を兼任し、責任を負うこととなる状況のことだと思われる。この状況は改善

してほしいという声が上がっている。また、委託先としては社会福祉法人やＮＰＯがある

が、放課後児童会の支援員不足の実態についてはどう考えているか。支援員が働きやすい

委託先を選定していただきたい。 

（今村課長） 

 今回の委託化モデル実施は、責任の所在を明らかにすることと支援員の確保も目的とし

ている。支援員の処遇改善をしっかりと行えば、支援員不足も解消に向かうと考える。委

託先の選定については、評価基準を定めて地域の実態にあった事業者に請け負ってもらえ

るよう努めていきたい。 

（渡辺委員） 

 放課後児童会の運営を浜北では委託方式で実施しているが、やはり支援員の確保が課題

になっている。そのためには、正規採用をして待遇改善をした上で責任を持たせることが

必要だと考えている。しかし、ＮＰＯの方の話を聞くと、予算が限られていてやりくりが

難しいようだ。現状をよく把握して対応をお願いしたい。 

（今村課長） 

 いただいた意見を基に検討していきたい。 

（佐々木委員） 

 発達支援広場の運営に携っているが、発達に心配のある子供の支援にかなり効果をあげ

ている。最近は判定が厳しくなり、発達障害を持っていると判断される子供が増えている。

それだけきちんと判定をしていることもあるが、発達障害が広く認識されるようになった
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ことも原因である。発達障害があるから働けない、進学ができないことは全くなく、早い

時期に適切な支援を受ければ健全な社会生活を送ることができる。幼少期に、発達のつま

ずきを支えてあげることで安定していくものである。 

４ こども家庭部長挨拶 

（事務局より） 

 次回会議開催の件 

５ 閉 会 


