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第第第第２２２２回回回回    就学前就学前就学前就学前のののの教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のありのありのありのあり方検討委員会議事録方検討委員会議事録方検討委員会議事録方検討委員会議事録    

 

日日日日    時時時時：平成２５年２月１６日（土）午後２時～４時 

場場場場    所所所所：明石市議会棟２階 大会議室 

 

議事要旨等議事要旨等議事要旨等議事要旨等    

（委員） 

１１１１    開会開会開会開会    

再度確認、本検討委員会は方針や計画などを審議・決定するための会議ではない

ので、各委員におかれては事務局の見解を求めるのではなく、それぞれの立場から

自由に意見を述べていただきたい。 

 

（委員） 

２２２２    自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介（（（（前回欠席者前回欠席者前回欠席者前回欠席者のみのみのみのみ））））    

 

（事務局） 

(1)幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の制度比較 

－資料１により事務局から説明－ 

 

＜質疑応答・意見など＞  

（委員） 

新幼保連携型認定こども園の職員の資格基準における、幼稚園教諭と保育士資格との併

有はかなり難しいのではないかと思う。所要の経過措置を講ずるとあるが、どの程度の

期間なのかを確認したい。今までは、０～２歳児の保育士資格で良かったものが、幼稚

園教諭の資格がいるということはかなり課題が多いように感じるが。 

 

（事務局） 

所要の経過措置については、どちらか一方の資格しか保有していない者は、５年間で保

有していない方の資格を取得するようにすることを国の方で検討しているが、詳細につ

いては４月に設置される子ども・子育て会議で決定される。 

 

（委員） 

幼稚園では、現在、新規に学校を卒業する人は保育士の資格と幼稚園教諭（２種）の資

格の両方を取得している。私の保育園では両方の資格を持っている方がほとんどで、保

育士の資格のみの方は１名のみである。 
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（委員） 

幼稚園教諭と保育士の両方の資格を保有している人もいれば、幼稚園教諭と小学校教諭

の資格を保有している人もいるので、保育士の資格を保有していない人は何人かはいる。 

 

（事務局） 

公立幼稚園の教諭の７割程度が保育士の資格も保有しており、保育所の保育士の９割超

が幼稚園教諭の資格も保有している。現在の採用基準では幼稚園教諭の資格も保育士の

資格も両方保有していることを条件としている。 

 

（委員） 

当初は幼稚園と保育所の作られた目的によって、違うということで、今度新しく国の方

策で制度が変わろうとしている中で、大学も要請を受け、両方の資格をとれるようにと、

それに伴い明石市の方でも昨年度までは幼稚園教諭の資格だけでも受験資格があったの

だが、今年度からは両方の資格が必要としている。それを受けて大学の養成の方も両方

の資格をとれるようなシステムになっている。一方で以前から勤めている人は片方の資

格しか保有していない人もいるということではないか。 

 

（委員） 

大学の方も両方の資格を取得できる準備をしているところなので、若い世代については、

かなり複数持っているという現状であると。 

 

（委員） 

幼稚園と保育所の施設基準を見ると、大きさに随分違いがあると思うので確認したい。 

 

（委員） 

園舎・保育室の広さについては、園舎が１学級当たりで定められており、保育室は１人

当たりで定められており、単純には比較しにくいと思うが、実態としてはどうなってい

るのか。 

 

（委員） 

幼稚園は１担任当たり 35 人で、保育所の４歳児は 30 人と人数は違うが、保育所の方が

１部屋当たりの面積はかなり狭くなっている上に、遊戯室もない。 

 

（委員） 

今回の説明だと、すべてが幼保連携型認定こども園に移行するよう誤解されるのではな

いかと思う。幼稚園は幼稚園でどこかを強化して、幼稚園のままいくことも可能である
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し、保育所は保育所でどこかを強化して保育所のまま、幼稚園と保育所が連携をとりな

がらいく可能性もあると思う。 

 

（委員） 

制度が新しく変わるが、幼稚園とか保育所の制度は今までのとおり続いていくというこ

とでいい。 

（事務局） 

(2)幼稚園の役割・機能について 

－資料２により事務局から説明－ 

 

＜質疑応答・意見など＞  

（委員） 

預かり保育をパイロット協働事業で行っている。利用者も増えてきている。当日受け入

れも行ったので定員一杯になることもある。幼稚園の先生の仕事が増えることなく、Ｎ

ＰＯが協働ですることで幼稚園の教育課程の中で、保育が連携とりながらされることは

メリットだと思う。文部科学省に確認したところ、各園で実施していることはあっても、

協働で行っている事業体はまだなく、大変興味深い、子育て支援と幼稚園教育を一体に

する事業としては珍しく、注目される事業であるとのことであった。 

 

（委員） 

預かり保育について親の立場で意見を言うと、今現在、錦浦幼稚園で利用している人か

ら聞いたところ、こういう制度ができて、預けて働きに行けるようになったのでとても

よかったという意見があった。また、近隣の幼稚園に通わせている保護者から錦浦幼稚

園で行われていることの噂を聞いて、自分の幼稚園にもあったらいいのにな、という話

もあった。さらに、まだお子さんが小さい方も錦浦幼稚園のこの制度の話をすると、最

初は短くてもいいので、今までの幼稚園の時間では無理であったが、少しでも時間が伸

びることによって、勤め先を探しやすくなる・働きやすくなる、この１～２時間の差は

大きいとのことであった。また、その方は、３歳児保育の噂も聞いていて、そのうち３

歳児保育も始まればいいのにね、とのことであったが、お子さんが３月生まれというこ

ともあり、３歳児保育よりは預かり保育を望んでいると感じた。 

 

（委員） 

錦浦幼稚園で行われている預かり保育について、保護者の就労などの条件はあるのか。 

 

（委員） 

特にない。錦浦幼稚園に通っていれば、リフレッシュでもいいし、もちろん就労されて
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いる方もいる。 

 

（委員） 

特別支援教育について、資料で紹介のあった「ことばの部屋」以外の取り組みは何か行っ

ているのか。 

 

（事務局） 

前回紹介させていただいたが、明石市では心身に何らかの障害がある幼児やその保護者に

対して、発達を促すための相談や助言を行う「つくしの部屋」が８園にある。 

 

（委員） 

８園で実施しているとのことであったが、そのための指導者の補充や充実はどの程度でき

ているのか。通常の教諭のみで行っているのか、そのために特別に介助員が配置されてい

るのか。 

 

（関係部署） 

通級教室には正規の職員が１名、「つくしの部屋」も「ことばの部屋」も１対１のマンツー

マンで指導している。ただ、そのような支援をする児童が 130 名ほどいるので、月２回程

度の指導となっている。それ以外については通常学級において集団生活をするということ

で、支援のためパートの介助員が 70名程度いる。 

 

（委員） 

預かり保育及び３歳児保育については、他市のデータを発表いただいたが、特に預かり保

育について前回の主な意見の中にそのような取り組みを行なっている私立幼稚園への支援

を行ってはどうかとの意見が出ていたにもかかわらず、明石市内の私立幼稚園ではすでに

行っており、資料も提供しているが、データ不足なのか、小さいところはいいのか、何の

紹介もないのは無視されているようで悲しく思う。 

 

（委員） 

預かり保育について、子どもの立場から考えると、そのために場所を変えるということで

はなくて、通っている幼稚園で行い、環境がそのままで、見慣れた先生と過ごせるという

ことが大事であると思う。 

また、気になる子どもがマンツーマンで指導を受けている「つくしの部屋」の件について、

職員は障害児の対応について勉強した人なのかどうかを確認したい。対応している人の資

質が大事だと思うが。 
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（委員） 

錦浦幼稚園の預かり保育は幼稚園内の保育室とは別施設で行っている。また、スタッフは

幼稚園のクラス担任とは別のフルーツバスケットの幼稚園教諭の資格を持った職員が変更

することはなく固定で行っている。 

 

（委員） 

監査時に、保育所で時間外保育や延長保育を行う時に、必ず保育所の職員が最後まで残ら

なければいけないといわれたので、何故預かり保育は別のところで幼稚園の職員がいなく

てもいいのかが疑問に思う。 

 

（委員） 

認可外の監査でも同様のことを言われた。錦浦幼稚園では部屋が移動するということで、

幼稚園の先生が連携で１人残っていた方が、子どもが保育中や帰り際に何かあった時に親

御さんの連携をとるにはいいと思う。委託事業とするのには難しい面もあると思う。保育

中のけが等において、ちゃんと幼稚園の先生と連携がとれていて、帰りの時にけがをした

とか熱がでかかっているとかいったことを伝えられると、保護者も安心できると思う。そ

ういったことは外部の人では資格を持っていても難しいのではないかと思う。 

 

（委員） 

けがとかについては、預かり保育時間中は園長先生含め先生方は勤務時間内なので、連携

は取れている。病気や熱、おう吐などの発生時においても保健の先生などが至急に対応し

ているので特に問題は起こっていない。幼稚園での連絡事項についても対応できているし、

園から伝えないといけないことは、担任の先生が伝えた後に帰っている。 

 

（委員） 

幼稚園でけががあったり、熱が出たりといった時には、まず保護者に連絡が行くようにな

っている。預かり保育に預けるかどうかは保護者の判断になる。対応についても受託者に

任せっきりになるのではなく園長なり担任なり養護教諭なりがやっている。先ほどから、

場所が変わったり、違う人が見たりということが問題であり、園の人が見ては・・・とい

う意見があったが、幼稚園では教育の充実を図っていきたいと考えており、預かり保育は

子育て支援として行っていってもいいかなとは思うが、今の職員のままで、職務内容のま

まで行うことは無理があると思う。その点、現在のＮＰＯに入ってもらって、幼稚園の施

設を利用して行っていることは、安心はしている。 

また、特別支援に当たっている相談員は、今までは教育委員会（担任教諭）の試験を受け

て相談員となっている。研修の方もしており、十何年も行っているキャリアのある人もお

り、新しい人が入った場合にも研修を行っているので、安心して任せることができる。さ
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らに、市内の幼稚園との連携や巡回も行っており、担任介助員との研修も行っているので

大丈夫であると考えている。 

 

（委員） 

相談員は８園に１人ずついるのか。それとも８園で１人いるのか。 

 

（関係部署） 

８園に１人ずつである。ことばの部屋（３園）と合わせると１１人の教育相談員がいる。 

 

（委員） 

前回の委員会で牧羊幼稚園が職員がそのまま預かり保育も行っていると聞いたので、その

あたりをお聞きしたい。 

 

（委員） 

牧羊幼稚園では正規職員とパート職員を採用しており、正規職員が見られない部分は午後

５時までパート職員が見ている。従って、正規職員もパート職員も預かり保育を見ている

状態である。 

 

（委員） 

先ほど錦浦幼稚園では何かあったら幼稚園の方に聞いているとあったが、それだけの関わ

りがあるのであれば、別にパートを入れるなどして、幼稚園の方で預かり保育を行えるの

ではないかと思う。 

 

（委員） 

パート職員でも対応は可能であるとは思うが、幼稚園教育の中で行うということで、しっ

かり保育案を立てるとか、教育課程によりながら支援・養護面を大事にしていきながら保

育案を立てたり、しっかり管理した環境の中で預かり保育をして行きたいと思うので、パ

ート職員が来るよりはＮＰＯが協働で行う方がよいと考えている。 

また、幼稚園教諭の資格を持った人への就労支援になるとも考えている。 

 

（委員） 

幼稚園の教諭が預かり保育をしないのは、何か法的に問題があるのだと思っていた。そう

ではないのですね？人手とやる気があればできるのですのね？ 

 

（委員） 

私も保育所と幼稚園両方勤めてきたが、それぞれの仕事の役割は違っていて、幼稚園の先
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生に時間外保育をしてくださいということは可能であるとは思うが、今やっている仕事を

減らしてするということは教育課程の中ではしわ寄せがくるところがあるのではないかと

思う。それであればＮＰＯ法人が協働で入ることで今の仕事を増やすことなく、教育がも

っとしっかりしたものになるのではないかと思っている。 

 

（委員） 

小学校の校長の立場から言わせていただくと、預かり保育は先ほどから聞いていると、ま

た、資料の中にもあるが、保護者のニーズは高いと、私もそう思うし、錦浦に限らずいろ

いろな所で預かり保育をやれば、たくさんの保護者が預けたがるだろうないうことは容易

に想像できるのであるが、子どもにとってどうなのだろうという視点で考えておかないと、

保護者のニーズが高いからやったらいいというだけの論理でして、いいものかという疑問

を持つ。もちろん私は女性の社会進出や就労に否定的な考えを持っていることはないし、

経済的なこともあるのだろうけれども、幼稚園に来る保護者の中には、せめて幼稚園まで

は子どもの傍にいたいから働くのを辛抱するというお母さんもいるように聞いたりする。

それがすべての家庭に当てはまるとは思わないし、保護者も様々な家庭環境を抱えている

ので、一律には言えないが、今の小学校の子どもたちの様子を見ていると、幼児期の重要

性を感じる。愛情不足の子が多いように感じることがよくある。三つ子の魂百までではあ

りませんが、小さいときに家庭の愛を精一杯受けて育った子どもは、何か困難に出会った

時にその壁を乗り越えられる力が戻っていける家庭、母親がいる父親がいる環境の中で育

った子どもには感じることがある。文部科学省では幼稚園の教育要領では保育時間を４時

間に定めていると思うが、今はどうかわからないが、その理由は、子どもは幼稚園で集団

教育することも重要だけど、家庭や地域で過ごすことも重要であるという意味合いも込め

て定めているのであると私は思っている。そういった中で今、小中学校でネグレクトの保

護者だとか虐待だとか、いろいろな形で家庭教育を含め学校教育が問題になることが多々

あるのだが、そういった包括的な議論をすると、片や保護者のニーズ、片や子どもたちに

とってどうなんだ、というようなことも議論の俎上に載せる中で、明石が就学前の幼稚園・

保育所に限らず、明石の就学前のすべての子どもたちにどのような教育・保育をしていく

べきかを考えていかなければいけないと思う。その際にできればこういう方法がいいので

はないか、という議論を行う方がいいと思う。それから、保護者のニーズですが、一方で

預かり保育はあると思うが、もう一方では教育の質の向上を願っていると思う。子どもを

預けておけばよいとは思っていないと思う。保育指針も改訂され、幼稚園教育要領を取り

込んだ形になっている。保育所も教育に力を入れる方向になっている。教育基本法も改訂

され、幼児教育の重要性も謳っている、そのあたりも議論の俎上においた方がいいと思う。 

 

(委員) 

言いたいことを言っていただいた。先ほどから制度のことばかり話題になっていると思う
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ので、やはり子ども中心に考えていきたいと思う。幼稚園としては、幼児期の子どもの姿、

子どもの育ちを中心に考えていって、そのうえで保護者の子育て支援も考えていくことが

重要だと思う。先ほどやる気があればできるという指摘があったが、公立幼稚園のやる気

は保育の充実の方に向けているので、子育て支援・預かり保育の方はまだメインには考え

ていない。先ほどから出ている、保護者のニーズには預かり保育もあるかもしれないが、

３歳児保育もあがっていたように思う。前回、アンケートには３歳児保育は２番目にあが

っていたように思うが、その時にアンケートの取り方がおかしいのではないか、今幼稚園

に行っている保護者に３歳児保育を聞いても率が少なくて当たり前という意見があったの

で、事務局はまだアンケートはとらないと思って、全幼稚園で３歳児があったら入れてい

たか、また３歳児保育は必要かという聴き取りアンケートを行った。在籍者２，７５５名

で回答者２，５５６名、３歳児保育を希望する人が２，２６２名、希望なし（４・５歳児

の現状でいい）２４７名、どちらか分からないが４７名いた。その結果８８．５％（９０％

近く）が３歳児保育を希望していた。３歳の保育を入れて、３歳から子どもたちの育ちを

見ていってほしいという希望があった。公立幼稚園としても３歳児保育は大事であると考

えているので、子どもの育ちのためにそちらの方に考えていけたらと思う。 

 

（委員） 

母親の子育ての力も変化していて、保育所は子どもも預かるが、その後ろにある家庭の事

情にも理解を示す立場で仕事をしている。三つ子の魂百までという言葉が出たが、三つ子

というのは、当時は満年齢ではないので、現在の２歳児かなと思う。本当に２歳児保育と

いうのが大事だということ、また、子どもの年齢が下がれば下がるほど家庭の養育能力が

問われる。養育力の低下が叫ばれる現在にあって、生活の中にこそ幼児教育があるという

立場で保育所は頑張っている、年齢の違った子どもたちを集団で保育していくことが私た

ちの目指すところであり、教育と保育は別のものではなく、保育園は生活を通しての学び

というものを大事にしている。もちろん母親と家にいるということも基本的な姿で大事な

のだけれど、結局それが本当に子どもにいい環境なのかという疑問が湧く家庭も出てきて

いる。その部分を私たちはすくい取りたいと頑張っているところである。たとえば、月曜

日に保育所に来た子どもが、おしめを替えていないのか、お尻がただれているということ

がある。その後、火曜日から土曜日まで保育所で過ごし、徐々に正常になっていったとこ

ろ、日曜日や祭日が明けるとまたもとに戻っているという姿がある。その間保育士たちは

一人一人母親の役割を果たしてお世話をしている。また、朝、元気がない、かばんを置き

に行くことすらせず、横になってしまって遊べない子どもがいる。何故かと話を聞くと、

朝ごはんを食べていないということがあり、体温を測ると 35度台しかない。そこで温かい

お茶を飲ませたりして、ベッドで休ませたりするが、お昼の時間が近づくと給食室からい

いにおいがしてくるのでベッドから起きてくる。そして、昼食が終わるとすごく元気にな

る、といった子どもたちも少しずつ増えてきている。私たちはその辺を大事にしている。
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保育所は朝の７時から夜の７時まで預かっているが、パートも少し増えてきているが、必

ず朝の７時には２人の正規の職員が出ており、最後の７時にも正職が２人残っている。パ

ートの手伝いは必ず正職がいる中でのプラスアルファということにしている。私たちは保

育所は大きな「おうち」ということで、たくさんの兄弟の中で子どもたちが社会性を学ん

でいくんだという使命に燃えている。 

 

（委員） 

私どもは３歳児保育のパイロット事業を提案したが資料では触れられていないので３年間

の成果を言わせていただく。先ほど幼稚園の先生も皆さんも３歳児は大事である、他の委

員も学校教育において幼児教育が大切であるとおっしゃっていたが、私はパイロット事業

で３歳児保育が大切であると明石市にお願いして、調査結果がでて、市から一時預かりの

方がニーズが多かったとのお話があった。しかし、幼稚園の先生がこれだけ８８．５％の

お母さんが３歳児が欲しいと言っているというのを聞き、ああ良かった、私たちがこれま

でやってきた事業を皆さんが支持してくださっているのだと自信を持て、うれしかった。

３歳児のメリットは子どもたちの中で基本的生活習慣を身に付けるということが集団の中

でできてきた。友達との関わりというのが、３歳児の中で、まずは人間、子どももそうで、

動物もそうですが、お母さんやお父さん小さな集団の中で一番最初に第３者と出会い、初

めて先生と呼ぶのは保育士や幼稚園の先生になる。その時に人間関係を信頼させるという

のは幼稚園の担任の先生から始まる。その関係が上手にできるようになって、その次に子

どもたちに目が向いてくるというのが子どもの特徴になってくる。そういった形の中で３

歳児は基本的生活習慣、自分のことが自分でできる、トイレが自分でできるようになると

いうことを集団の中で学ぶということが大事だと思っている。発達の問題もあるが、今や

家庭の生活習慣が変わってきた、三つ子の魂も変わってきた。少子化になりご近所との人

間関係の希薄化というのも出てきている。今、検診の中で言葉が遅いといった部分でも、

どのようにしてお母さんと話をすればいいのかが難しい状態となっている。私たち今、ち

ょうど３歳児保育と一緒に明石市の子育て支援センター事業をやらしていただいて、その

中で、子育て支援センター２歳児・３歳児保育というのを見させていただいて、すごくこ

の事業大事だなって勉強させていただいた。それは、０歳で生まれてきたお母さんがどの

ように赤ちゃんと関わっていけばいいのか、本当に困っている。先ほどもあったが、保育

力というのが難しくなってきて、おばあちゃんが教えるという世代でもなく、近所のおば

ちゃんが世話をしてくれる訳でもなく、ネット社会でいろいろな情報はあるけれども、ど

の情報をとっていいのか分からない、お母さんも会話どうしたらいいのか分からないとい

った状態で、言葉がだんだんなくなってくる。でも０歳から１歳の間はかなりの言葉を頭

の中に入れてきて、それから２歳・３歳と生活していく。ただ、どんなに素敵な立派な保

育士のお母さん・幼稚園のお母さん・プロフェッショナルなお母さんでも家庭生活の中で

どうしてもできないのが集団生活・社会性・協調性で、友達とどう関わっていくのか、物
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の取り合い、今や一人っ子・二人・三人のきょうだいの中ではなかなか難しいところがあ

る。そういった中で、集団生活を３歳児から入れてあげることで、大分変ってくると思う。

まだ一番発達状態がまばらな時である。家庭環境によって言葉の早い子・遅い子というの

が大分差が出てくるというのを感じた。その中で先生が紙芝居を読んだり、友達と遊んだ

りすることで会話が増えているということが、この 10年間３歳児保育をして、感じたこと

である。そういった部分で言葉が増えるだけでなく、運動能力というものも、階段を昇る

だけでも、足を交互に上げるということが難しくなっていたり、公園に遊びに行こうとし

ても、ブランコが撤去されていたり、昔ほどシーソーがあったり回旋塔があったりという

ことがなく考えて遊ぶものが少なくなっている。その危険予知能力といったものが減って

きている。そういったところを集団で遊ぶことで、友達と力関係を知る、段差があるとこ

ろに遊びの中でやっていくことによって子どもたちは覚えていく。学校に行って初めて跳

び箱を跳ぶと怖さがあるが、小さいときに高いところ、例えばタイヤを跳ぶとかそういっ

た環境に慣れていたら子どもたちも小学校にいった時に怖がらずにできるのではないかと

感じる。それから、お話しを聞く力というのが集団に入ることで違ってくると思う。人の

話を聞くことはなかなか難しいことではあるが、集団生活の中で早くからそのようなこと

を学ぶことで子どもたちは人の話を聞くことができてくるのではないかと思う。そういう

意味では３歳児教育というのは重要ではないかということが東京大学の先生のデータ結果

でもネットの結果でもあるし、私は３歳児保育の研究会に関東の方で出ていたが、小さい

ときからの教育というのは大事だということは言われている。そういった中で明石市がど

う取り組んでいくかという時に、うちも３歳児保育幼稚園のという時に、なかなか全市を

シェアできますかと言われますけど、全市をシェアするのは私どもでは難しいと思います。

ただ、ＮＰＯとしてそういう活動している中で、そういったところと一緒に仕事ができる

のであれば、財政的にも考えられるのかなという提案ができるのではないかと思う。 

 

（委員） 

園長会でもプロジェクトで３歳児保育の研修をしている。事務局からは神戸市についての

説明があり、神戸市は３園でまだ本当の３歳児保育、全市に向けて行っていないというこ

とであったが、神戸市も３年保育３年目でとても順調に充実してきているそうである。こ

れから西宮市とか芦屋市の方でも３歳児についての取り組みは考えているようである。ま

た、明石の近辺では播磨町が平成 12年より３歳児保育を始めており、全園している。幼稚

園教育を大事に前進したいという町全体の取り組みとして組織を挙げて３歳児というよう

な公立幼稚園を大事にというような姿勢が感じられる。先ほどから３歳児の教育効果とい

うものも言われていたが、神戸市からも集団生活を通して基本的生活習慣が身についたと

いうことも言語の獲得ということも言っていた。それから播磨町では３年間を見通して、

発達段階と個々の課題に応じたきめ細やかな指導ができるということがあったし、相生市

では３年間のゆとりをもった保育ができて基本的生活習慣が早く身に付き情緒面が豊かに
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なることがあがっている。そのほかにも保護者の評価などがあるが時間もあるので省略す

るが、３歳児の大切さがあると思っている。幼稚園の場合には「幼稚園の役割・機能につ

いて」という話の中から預かり保育とか３歳児保育・教育というところに話がいっている

と思うが、明石の公立の幼稚園の役割は子どもが初めて出会う学校教育だと考えている。

それから、幼稚園に来た保護者と幼稚園に来た子どもが地域とのつながりを持つ、そのよ

うな役割を担っているのではないかと思う。それから明石は幼稚園は小学校に一園全部つ

いているので小学校との連携も取り組んでいる。幼小の連携をしっかりやっていくことも

役割であると思う。また、幼小だけではなく、今はユニットということで中学校との関わ

りもあるので、その分の先を見通した教育をやっていくところと考えている。それから、

先ほどから特別支援のことも出ていたが、公立幼稚園では特別支援にも力を入れているの

で、その部分はとても大事な役割であると思っている。子育て支援としては、幼稚園では

保護者の教育相談、それから講演会とか講話といった、楽しい親子の関わりといったよう

な楽しい子育てができるように、また子育てに対する不安をなくすようにといった取り組

みも行っている。保護者の子育て力をつけるところではないかと思っている。預かり保育

といったような制度のことだけでなく、そういう面での役割もあるということを考えてい

ただきたい。 

 

（委員） 

幼稚園に通わせている保護者ですが、皆さんの知識と意見がすごくあって発言がどんどん

出てくるので、私はいつ意見を言おうと思いつつ、まず３歳児保育についての意見が園長

先生からでたが、私も自分の園の他の保護者に３歳児保育があれば入れたか、また次の子

はあれば入れるかということを聞いてみたら皆二重丸・三重丸といったように３歳児保育

を望んでいた。保育園や私立の幼稚園で３歳児保育をやっていることはありがたいことだ

とは思うが、保護者側としてはお金のこともあるので入れたくても入れられないこともあ

る。働くためには入れなければならないとか本当にいろいろな家庭環境があるけれども、

もし公立の幼稚園に３歳児保育があれば入れる人はすごく増えると思う。私自身、二人目

の子どもを幼稚園に行かしているが、一人目の時もずっと思っていたが、幼稚園は地域と

のつながりがすごく良くて、実際にお姉ちゃんは幼稚園から小学校に行くのにすごくスム

ーズに行けた。私も親とのつきあいでスムーズに小学校に入れたし、１回目の会議の時も

役員のお母さんのところで下の子を預かってもらって、皆協力し合って、地域のお母さん

同士で子育てを協力して生活している。私立ももちろんいいところはあると思うが、公立

のような地域のつながりはできなかったと思うと私は公立幼稚園での３歳児保育はとても

大切なのではないかと思う。 

 

（委員） 

私の幼稚園では 28人中 5人が転園した。そのうち 4人は公立幼稚園に行った。私どもの保
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育が悪いのかもしれませんが、やはり私立の１年間の保育料が大変である、下の子どもの

ことを考えると大変である、また、今後小学校に行く際に隣接して幼稚園があるというこ

とで、明石市の私学２園には残念ながら数少ない人たちしか入れない、また神戸市から大

型バスで攫っていかれるといった状況であるから、現在、せっかく私学は３歳児保育を行

っているので、せめてその分だけでも支援をいただけるとありがたいと声を大にして言わ

せていただきたい。 

 

（委員） 

保育園に通わせている保護者の意見としては、他の委員も言っていたが、預かり保育があ

るのは幼稚園に通わせることができる大きなポイントであると思う。自分の子どもが幼稚

園に上がる年に、幼稚園に行かせてあげたいという気持ちがある。何故かというと幼稚園

に通っていると小学校に上がる時にそのまま上がれるが、保育園は友達同士がバラバラに

なってしまったり、違う保育園に行っている子同士になってしまう。そういう繋がりみた

いなものがないというのがあるし、小学校に行く準備としての幼稚園の教育というものを

受けさせたいと思っても時間的な制約がかかってくるという面が大きいと思うので、預か

り保育はありがたいと思う。兵庫県立大の先生がパイロット事業のアンケートを取ってい

るのを見たが、幼稚園に通わせている保護者の方でも預かり保育はありがたいと言ってい

る方が多いというアンケート結果が出ていた。子ども同士きょうだいが病気になって病院

に連れて行きたいとなっても、きょうだいを連れたまま行くとなると負担が大きい。そう

いった時に預かり保育があるとありがたいということがある。聞いていて思ったのは、最

近核家族が多く子育てをするなかで不安に思っていることを、保育園の先生に相談して、

こういうことがあるんですけどどうですか、と頼りにしていることがすごく大きいので、

３歳児神話の話もあったけど、大事にしてあげたいという立場でもあるが、人それぞれい

ろいろな考えがあると思うし、いろいろな立場があると思うので難しいと思うが、皆さん

働かないといけない時代になってきていることが多いと思うので、保育園・幼稚園にそう

いった相談できる場がありつつ、預かり保育も利用しながら地域皆で子育てをしていける

という環境が整っていくとありがたいと感じる。 

 

（委員） 

正直話はよく分からないが、先ほど他の委員が話していたことはその通りだと思った。結

局は僕たち親がもっとしっかりしないといけないと思う。皆人のせいにしすぎであると思

う。まず皆自分が正していかないと、幼稚園の先生にどうして欲しい、保育園の先生にど

うして欲しいではなく、自分たち親が何か、簡単なことで言えばゴミが落ちていたら拾う

それぐらい皆簡単であった方が、うわべだけでこういったところで話をしても何も変わっ

ていかないと思う。だから、誰に何が言いたいという訳ではないが、親とか人間がもっと

しっかりしていかないといけないと思う。 
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(委員) 

今、委員が言ったとおりである。今の日本の社会は何でもかんでも行政任せ、よくないこ

とは行政といった姿勢、公助・自助・共助という言葉があるが、自分たちでできることを

しようとしないで、全部公的な機関に頼んでしまう、先ほども出ていたが、家の前に落ち

ているゴミは業者や市に連絡して、市に始末してもらうというこんなバカげたことが現在

ある。市の財政がかなり厳しくなっているので、私たち自分がちょっと目を配ればできる

ようなことまで全部人任せという世の中になりつつあるので、地域がもっとできることを

やるという環境を作らないといけないと思う。今出ている話に私も言わせていただくと幼

稚園と保育所は役割が違った訳であるからそれを一つにするということにはかなり無理が

あるように思う。躾の問題にしても保育所に来たか幼稚園に来ても朝ごはんを食べずに来

た、トイレの始末ができない、忘れものが多い、いろいろな問題を抱えて幼稚園の先生は

教育をしているようで、これは本当は家庭教育の問題であるが、それができなくなってい

るので、家庭でも幼稚園でも保護者の指導・教育は当然必要であるが、もっと親が責任を

持ってできるような雰囲気を作らないといけないと思う。保育所には保育所の役割があり、

幼稚園には幼稚園の役割があって、それぞれが今精一杯やっていると思うが、一体化する

ことによるメリットとデメリットを考えた場合に、早いというか無理があるといった考え

を持っている。今後一体化に関する説明もあると思うので、それも聞きながら、もっと市

民一人一人が頑張らないと人のせいにしていてはいけないということには共感する。 

 

（委員） 

後はどうするかということで、財政の問題もいろいろとあると思うが、これから都市にな

いものを作っていくというところで、まだ明石市には提案するところがいっぱいある。幼

稚園がたくさんできてしまって、公立の幼稚園がたくさんあるというのはすごい市である

と思う。私は関東から来ましたが、だいたいほとんどが私学である。親が選べるというの

も違いがある。私が明石に引っ越してきたときに保育所はかなり見させていただいた。選

べるというニーズというところもこれからは考えていくべきであると思う。それは質とい

う面だと思う。その辺をこれから考えたうえで、検討していただけたらうれしいと思う。 

 

（委員） 

保護者の方から、私も同じような気持ちで聞いていたが、幼稚園の先生が研修とか教育に

と言われたので、そこだけは言わせていただいた方がいいと思い、保育所の方も７時から

７時まで預かっていますが、その中で交流研修をしたり、また、平日は研修ができないの

で自分たちでお金を出して研修会に行ったりとかして勉強している。そして養護と教育と

いうことで教育もしっかりしているので預けている人は安心していただいたらいいと思う。

そして、保護者の方が、子どもが５歳になって修了するときにバラバラになるから幼稚園
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の方が・・・心配なんですと保護者の方からよく聞かれる。その時に私が答えているのは、

お母さんというのが、家庭と子どもの心がきちっと繋がっていれば、一人であろうが何人

で行こうが同じであると説明している。もし、小学校に行ってそこになじめないというこ

とがあれば、多分親子関係がスムーズにいっていない場合があるのではないか、心にでん

と基礎的なものが備わっておれば、子どもはすごい力があるので自分で開けていけるよう

になると思う。家庭に戻って安定感がなければ、もし幼稚園から固まっていっても集団の

中には入りにくいのではないかと返事をしている。そのような力がつくように私たちは保

護者の人と共に成長を喜び合ったり、共に子育てをしているつもりであるので、それだけ

は伝えておきたい。 

 

（事務局） 

(3)保育所（園）の役割・機能について 

－資料３により事務局から説明－ 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

（委員） 

説明にあるのが全部保育サービスになっているので、その保育サービスの中には入ってい

ないかもしれないが、幼稚園の方に特別支援教育という項目があったので、保育所も障害

児保育ということで子どもたちが来ている。障害の度合いによってであるが、加配という

かたちで職員がついている。幼稚園とは少し違うかたちで保育をしている。 

 

（委員） 

保育所の役割・機能というところで、ちょっと外れるかもしれないが、核家族化によって、

家族３世代で生活するという家庭環境が失われてきているということがまずあり、現在そ

れを急に取り戻すことはできないけれども、祖父母による子育ての協力とか、地域との関

わりが必要ということで、貝原前知事のもと、何かの形で保育所に役立ってもらえません

かという発案があって、世代間交流事業というものができて、私どもの方ではすごく力を

入れていて、なくてはならない事業となっている。おじいちゃん、おばあちゃんたちが、

年間を通して４回くらい行事に参加していただけることになって、本当に楽しみで、そん

なに長い時間ではないがお孫さんの様子をご覧になれるという大きな事業をしている。孫

の力がすごいと思うのは、招待したおじいちゃん、おばあちゃんの中で一番遠くから参加

いただいたのは中国からの方であった。また北海道からの方もあった。飛行機に乗って前

夜、孫のいる息子の家に泊まるといったかたちで次の日に参加されるということだが、孫

のためにはそこまで力が入るものなのである。私どもも３世代で子どもを育てていくとい

う日本古来の子育ての姿が危惧されるということで貝原前知事が発案された事業を通して

なるほどというように今思っているところである。これからも頑張っていきたいと考えて
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いる。 

 

（委員） 

先ほどあった障害児保育について、資料にはないのでどれくらいの園で行われているのか、

実施状況について教えて欲しい。 

 

（委員） 

公立保育所は 11園あるがどの園にも１人や２人の障害児はいる。加配職員として１人や２

人の職員が配置されている。 

 

（委員） 

民間の保育所では障害児といえるかどうか分からないが、私どもでは気になる子どもとい

うことで力を入れている。年に何回か専門の先生に指導をいただき、それをヒントに日々

生活の中で取り組んでいるが、やはり障害があるというか気になる子どもとの特別な対応

をする場合に、園の中で常日頃一緒に遊んでいる先生方が対応することが、本当に有効で

あると感じている。例えば言葉が不明瞭というか、あまりにも言葉数が少なくて友達同士

でもコミュニケーションが取れなくて仲間外れになりそうな、「お前何いうとんや、分から

ん、あっちいけ」みたいな子どもを特別に保育園の一室で保育士が対応してきたが、共に

何かを作る・共に何かをやっているというその中から生の言葉が出てきた。例えば、その

子どもは普段あまり本心の出る言葉を発さなかったが、一対一で先生と空き箱などの身近

な材料を使っていろいろとおもちゃを作って遊んでいた時におならがでて、その時に「あ

っ、恥ずかしっ」とでて、それが初めてその子の中から自然に出てきた言葉のように感動

を持って受け取った。その後、ずんずんと成果が出て、対応して３か月目になるが、今で

は歌の歌詞も３番まで覚えて歌えるようになっているし、友達ともほとんど対等のやり取

りもできるようになっている。私たちは小学校１年生に上がっていくまでに、できるだけ

のことをしてあげて学校生活に支障をきたさないように、マイナスの部分がその子につい

て回らないように、という努力をしている。保育所から学校に上がる子どもは人数からい

うと少なくて、今年は 22人が卒園するが、７つの学校に分かれていき、同じ学校に行くの

は１人とか２人であるので、保護者は不安があるのではないかとずっと思ってきたが、だ

んだんと子どもたちが自分に自信を持って新しい環境に向かっていけるというようになっ

ていれば、お母さん方が心配しているような不安ではないのではないかという感じが最近

しているので、もし、その辺が心配であるのであれば、先ほど他の委員が言ったように、

大丈夫であると思っている。 

 

（委員） 

うちは息子に問題があって、私が働いていたので保育園に預けようとしたが、困る困ると
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ずっと言われていたので、結局仕事もやめて地域の幼稚園に変わった状態なので、その頃

に先生方にお会いできたらよかったのにと思った。 

 

（委員） 

この間、０歳から２歳児の待機児童の数が多いとのことであったが、０歳から２歳の対象

の方の求人倍率と就業率がどれくらいあるのかを教えて欲しい。（明石の） 

（明石市では幼稚園に保育園の分園を作っているがそこは０歳から２歳児が対象で３歳が

対象となっていないのが何故だか分からなかったのと、０歳から２歳児の待機児童の数が

多いから作ったとのことだったので、単純に求人倍率と就業率がどれくらいあるのかを確

認したかった。） 

 

（事務局） 

そのデータは持ち合わせていないので、次回の委員会で報告させていただきたい。 

 

（委員） 

先ほどの障害児保育の件で、保育園の加配、幼稚園には介助員が入っているのがよく見受

けられるが、保育園にはそのようなことはないのか。 

 

（委員） 

加配は介助員ではなく、担任ではないがそのクラスに同じように朝から夜までいる。時間

外保育や延長保育のローテーションにも入っている。 

 

（委員） 

一人の子どもに、何人かの子どもに対して複数で保育をしているということか。 

 

（委員） 

その子どもの状態に応じて、軽ければ３対１であったり重度であれば１対１であったりと

保育がスムーズになるように、そのように配置している。 

 

（委員） 

民間の場合は気になる子ども（専門の先生と相談して決めている）が６人以上いた場合に

１人新たに保育士を雇う人件費の約半分の補助金を市からいただいている。プラス半分を

足して１人を別途に増員している。その人たちは特にその子に関わっていく訳ではなく、

全体として関わっていくので、保育士の最低基準の定数にプラス１人増員というかたちを

とっている。どこまでも全体の中で育って欲しいということに私たちが重きを置いている

のですが、設定保育が始まった時に１人出て行ってしまうこともあり、安全確保の面で１
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人ついていないといけないということもあるし、臨機応変にやっている。 

 

（委員）    

３３３３    閉会閉会閉会閉会 

時間が迫っているので、本日はたくさん議論いただきありがとうございました。今日はこ

こまでにしたいと思います。次回は積み残しの資料４のところから第３回を始めたいと思

いますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

それでは２回目を終わりたいと思いますので、事務局にお返しします。 

 

（事務局） 

次回第３回の委員会は４月２７日（土）午後２時から行う 

今回積み残した資料４「幼稚園と保育所の一体化・民営化について」から始める。 


