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第第第第４４４４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７月７日（日）午後２時～４時３０分 

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    

 

２２２２    議事議事議事議事 

（事務局） 

(1)(1)(1)(1)①①①①保育所保育所保育所保育所のののの民営化民営化民営化民営化についてについてについてについて（（（（公民公民公民公民のののの役割分担役割分担役割分担役割分担をををを含含含含むむむむ））））    

－－－－第第第第２２２２回回回回検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会資料資料資料資料５５５５によりによりによりにより事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明－－－－ 

 

＜質疑応答・意見など＞  

（委員） 

先ほどの説明で公立保育所の役割について挙げられたが、私は公立保育所の所長をして

いるので、今現にやっていること自体すべてが公立保育所の役割であると思ってやって

いる。今、実際にしている公立保育所の仕事内容について申し上げたい。私たちは 0 歳

から 5歳までの子どもを長時間 7時から 19時まで預かっているので、一番最初に基本に

しているのが、子どもの命を預かっているという気持ちで毎日生活している。その中に

は、先ほど説明があったように、赤ちゃんなので自分で何も言えない、自分では判断で

きないアレルギー食を食べさせたり、また離乳食を調理員と保護者の方々と相談しなが

ら進めている。そして、7時から 19時まで預かっているということで、体調の変化には

特に気を付けながら日々生活している。保護者には遠いところでは 2 時間以上かけて通

勤している人もいらっしゃるので、すぐにお迎えに来られるというのがなかなか難しい

場合が最近特に多くなってきている。その間、子どもたちの体調の変化を見たりするこ

とに極力注意を注いでいる。薬も保護者の要望に応じて与えている。地域との交流につ

いては、歴史は幼稚園ほど長くはないと思うが、最近では地域の方々と交流し、いろい

ろなことに関わっている。お誘いがあれば、すべてのものに対応できるように関わって

いる。園庭開放も週 1 回している園が多い。電話相談も一応窓口として挙げているが、

掛かってくることは少ないように感じる。園庭開放の中で子育て相談も行っている。高

校生との交流ということでインターンシップの学生を引き受けて、子どもたちと一緒に

過ごすことも子育て支援の一環だと考えて受け入れている。公立保育所は今のところ 11

園あるが、2園が幼保一体化の検討に入ると聞いている。明石は東西に長いが、ちょうど

地理的に考えたら、幼保一体化の検討に入る園は西と東に分かれている。幼稚園は各小
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学校に 1園併設されているというのが明石の特徴であり大事にされているところである。

保育所も地図的にばらつきを見ていくと、2校に 1園くらい位置しており、その間に民間

保育所があるように思える。保護者や市民の方に選択の余地というものを与えるとした

ら、今くらいの数は必要ではないかと思う。これより減れば、仕事をするときに選ぶ権

利というものがなくなってくるのではないかと思うので、今の数は必要ではないかと私

は考えている。 

 

（委員） 

先ほど 2園が幼保一体化になると言っていたが、認定こども園になるということか。 

 

（委員） 

そのことについては後ほど事務局から説明があるので、まずは保育所の民営化について

何か課題とかご意見をいただけたらと思う。 

 

（委員） 

公立保育園と民営の保育園の違いというのはどのあたりになるのか。明石には沢山民営

の保育所があり、その中で公立の保育園が 11園あって、今もその数が必要であるという

話であったが、民営の保育園と同じところとか違いとか、そのあたりはどんな感じであ

るのか。 

 

（委員） 

幼稚園は教育指導要領にのっとって保育をしていると思うが、公立保育所は保育指針に

のっとって保育をしている。特別に特色がないのが特色であると思っている。私立の場

合は小学校でも幼稚園でもそれぞれの園で特徴のある教育をしていると思うが、保育所

の場合も特色がある保育をしていると思う。公立保育所は幼稚園と同じように、保育所

は指針で幼稚園は教育指導要領にのっとってというのが同じだと思っている。私立の場

合は私立の先生に聞いていただけたらと思う。 

 

（委員） 

民間の方が数が多くて、それぞれ保育内容に特色があるが、時々、入所を希望している

方から「そちらの保育園はどんなところですか、どういうことをしているのですか」と

お尋ねいただくことがある。おそらく「これもしています、あれもしています」という

民間保育園の姿を望んでおられる感じがするのだが、私はいつもそのようなご質問に対

しては「何もしていないのがこちらの保育園の特徴なんです」と答えている。民間の方

では、保育指針に向かってのいろいろな姿があると思うが、私は絶えず公立保育所の姿

が重要な位置を占めていると思っている。公立は一本筋の通った保育を担っていると思
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っている。民間の保育所の数が増えてきたが、公立はずっと 11箇所で、公立保育所をど

うするか、民間保育所をどうするかというそれだけの議論ではなく、待機児童が多いこ

とにどのように対応するかを含めて議論する必要があると思う。考え方のひとつとして、

公立保育所が減って民間に委託されるという形になっていったとすれば、民間は工夫を

して公立で預かっている人数プラス 10人でも 20人でも預かるという形をとるなどして、

1 箇所保育所を増設するのに比べれば費用の掛からない範囲で随分と工夫できる方法が

あるのではないかと思う。そうしなければならないとまでは思っていないが、財政の苦

しい中でのひとつの工夫として考えてもいいのではないか、という気がする。 

 

（委員） 

市民公募の委員や保護者の委員の方々になぜ公立を選んだのか、なぜ私立を選んだのか

ということについて今までの経験も踏まえてお伺いしたい。 

 

（委員） 

私は以前に上の子を保育所に預けて仕事に行っていたが、保育所を探す際に公立も私立

も考えずとりあえず預けやすいところを選んだ。したがって特徴などはあまり分からな

かったが、結果的に私立の保育所を選んで預けた。その時は 1 歳児であったので、特色

的なことはよく分からなかったが、その保育園では幼稚園に通う年齢、4から 5歳児にな

ると、お勉強とかお習字とか鼓笛とかに力を入れていた。結果的にはその年齢まで預け

なかったのでそういった教育は受けられなかったが、それを目的に選んでいる方もいた。

しかし、ほとんどの保育園に預けたいと思っている保護者の方は、仕事をしているから

保育所に子どもを預かってもらいたいということで、特色で選ぶ方ばかりではないと感

じる。また、仕事をやめてから公立保育所の園庭開放に参加させていただいたが、自分

が通わせていた保育園よりはのんびりとほのぼのとした家庭的な感じがあって、先生も

子どももゆったりとした感じで保育をしている印象を受けた。こういうところでもよか

ったな、という印象を受けた。 

 

（委員） 

私は仕事をしていなかったので保育所を選ぶつもりはなく、地元の幼稚園に行って地元

の小学校に行くというビジョンができていたので悩む必要はなかった。保育園では地域

とのつながりや保護者との横のつながりがなかなか取れないと聞くが、幼稚園に行った

結果、そんなことは全くなく小学校に行ってからも助けてもらえるといったように親の

関係もよかったり、小学校・中学校のお兄さんお姉さんとの関わりもよかったりしたの

で、公立の幼稚園を選んだことはとてもよかった。他に行ったわけではないので比較を

することはできないが、公立幼稚園に行って満足している。 
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（委員） 

保護者の友達の中に公立と私立を選ぶ基準や思いを聞いたことはないか。 

 

（委員） 

一人目で私立に通わせたが厳しすぎて二人目は公立に変えたという話は聞いたことがあ

る。反対に私立に通わせたら特色があって、ここに行くとプールがあるとか放課後にク

ラブ活動があるとか鼓笛隊があるとか、そういったことをやらせたいと思ってその園に

入っている親も沢山いると思うが、それは個人の考え方だと思う。 

 

（委員） 

私も子どもが幼稚園に通っていたので、保育園は働いている方が預けるところであって、

公と民の違いを考えたことはなかった。ただ周りで保育園に入れている方を見てみると、 

特色というよりは働いていて預けやすい場所に預けている方が多いような感じを受けた。 

 

（委員） 

公立を民営化する一つの要因として財政面のことが挙げられるが、その面について何か

意見等があればいただきたい。 

 

（委員） 

公立の職員は、言い方は悪いが切ることができないので、生涯賃金のことなどを考える

と保育内容に差がないのであれば民営化も一つの方法ではないかと思う。民営化によっ

て施設に余裕ができた場合には子育て支援センター機能を付加していくといった方法も

取れるのではないかと思う。 

 

（委員） 

財政のことは分かるが、今後幼稚園で 3 歳児保育をやっていくような話があった。以前

は明石は 3 歳児保育はお金がないから財政難だからしないということを聞いたことがあ

ったし、全園で 4 歳児保育をしたのですごくお金がかかったようなことも聞いたので、

なぜ保育所だけがという思いがある。 

 

（委員） 

公立は大変だ、と思うときがある。正規の人数が少なくパートの人がだんだん多くなっ

てきていると聞いている。言いにくい話であるが、こんな事例があった。私どもの保育

園に来ていた子どもで、近隣のお友だちと一緒に小学校に行きたいということで地域の

公立保育所に変わっていったのであるが、その保護者の方がある時私のところへやって

きて不満を述べられた。その内容は、けがをした時にどんな状況でけがをしたのかを知
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りたくて尋ねたら、その時間は私の勤務時間ではなので知らないとの回答で、では誰が

知っているのかと尋ねると、誰々が知っているのではないかと言われたので、その先生

に尋ねたら、また知らないと言われ、2人に知らないと言われればもう次に尋ねる勇気が

なくなってしまうということであった。やはり連続して保育している正規の職員が少な

いと横の連携のまずさが出てくるとボヤかれていた。確かに皆さん頑張ってはいるが、

システム上そのようになってしまう現実があるのではないかと思う。公立で人件費など

のことを考える時にそういう現実があるということも頭の片隅において人員配置を行っ

た方がよいと思う。保育所は 7時から 19時まで子どもを預かるが、週 40時間労働とい

うのが約束されているので、7時出勤の人は 15時半には帰らなければならない。19時ま

で残る人は、実際は 60 分早く出勤して 9 時 30 分には就労しているが、本来なら 10 時

30 分の出勤となる。そこで、横の連携が大事になってくる。前日の夕方、最後の先生が

対応した出来事を、次の日の朝、早出の先生が分かって保護者に対応するようにならな

いといけないということで、私どもは神経を使って横の連絡がうまくいくようにしてい

る。今年 3月に 1歳になった子どもが、朝 7時に来て夜の 7時までいるのであるが、朝

のことを知らなかった、夜のことを知らなかったではいけないので、私どもでは、朝の

早出は 2 人の正規が行っており、最後に残るのも正規の 2 人である。つまりパートも入

っていただいている時間帯であっても必ず正規がいるので、何とか保護者に連携できて

不手際な対応にならない、というように努力している。延長保育が実施される前は、通

常保育は 17時までであったが、延長を 19時まですると、まるで通常保育が 18時までの

ような感覚になり、一番多くお迎えが来るのが 18時頃になる。子どもたちは多く残って

いるし、先生たちは労働時間があるので時間が来たから帰るということになるし、その

時間帯は職員数が最低基準を下回っているのではないかと危惧している。朝の 9時 30分

に職員が全員揃うまでの間についても同様である。安全にお預かりしたいという気持ち

はあるが、人手の部分で厳しい現実がある。公立は正規が少なくなってパートが増えて

いるというのは、現場の先生たちにご苦労があるのではないかと思う。保護者の方のご

不満も分かるが、現場は筒一杯頑張っていると思うので、そのあたりをご一考いただけ

たらと思う。 

 

（委員） 

公立保育所で言われたような連絡のミスがあったのかもしれないが、ミーティングもし

ており、日誌で必ず連絡がいくようになっている。けがをした場合はどんな小さなけが

であっても、所長・副所長に報告され、連絡の漏れがないようになっている。先ほど職

員の少ない時間帯があるということを他の委員が言われたが、それでお金が高くなって

いると言われたら仕方がないが、公立ではローテーションで朝 7 時出勤の者が 15 時 45

分に帰ることになる。その前の 15 時 30 分から次のローテーションの職員が来ており、

連絡できる時間を作っている。したがって連絡ミスが頻繁に起こっているような状態で
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はないということをお伝えしたい。 

 

（委員） 

民営化すればどれくらいの財政効果があるのか。民営化によってどれくらいコストを抑

えられるのか。 

 

（事務局） 

茨木市の事例では国や県の補助金などを有効に活用することにより、1保育所当たり平均

で 8,800万円の費用効果があったとされている。 

 

（事務局） 

(1)(1)(1)(1)②②②②公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園のののの役割役割役割役割・・・・機能機能機能機能についてについてについてについて    

－－－－第第第第２２２２回検討委員会回検討委員会回検討委員会回検討委員会資料資料資料資料６６６６によりによりによりにより事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明－－－－ 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

（委員） 

幼稚園教諭の勤務時間は何時から何時までなのか。 

 

（委員） 

明石の公立幼稚園では 8時 15分から 16時 45分までとなっている。しかし、保育が終わ

ってからの会議や教材準備や研究・研修や担当者会などを含めると 16 時 45 分には帰れ

ていない現状である。帰る時間が遅くなっていることから指導を受けることもあるが、

事務と保育を行う上でそうなってしまっている。 

 

（委員） 

先ほど保育士の就労時間が週 40時間と言ったが、預かる時間は 7時から 19時までで、

その間に子どもがいない時間はなく、子どものいない時間に打合せをするといったこと

が全くできないのが保育所の実情である。職員会議をする時間がない。たとえ子どもの

午睡時間であっても保育室を離れられない。全員が集まることは不可能である。そこで、

私どもは 1 年に 8 回くらい土曜日に職員会議を行っている。13 時 15 分に始めて 18 時

30分まで、子どもが 19時までいるのでそれまでには終わるということではあるが、長時

間職員会議を行っている。会議中に子どもが泣いて起きてきたとかパンツが濡れたとか

があって、たびたび保育室に行きながらであったり、パートの保育士になじめない赤ち

ゃんを受け持ちの先生が抱っこしたりしながら職員会議を行っている現状である。保育

士の就労時間は週 40 時間で、超勤も認められているが、1 か月に 12.5 時間・年間 150

時間が限度となっており、それ以内で収めないといけない。先ほど話のあった幼稚園の
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預かり保育で、先生方が 16 時 45 分に帰るのであったら、16 時までの預かりの場合は、

その範囲内でできるというのが私どもが今まで保育所でやってきた感覚である。幼稚園

が預かり保育をするために人数をプラスしてという考えは、保育所側から見ると羨まし

い限りである。もし、幼稚園で預かり保育をするために人手を増やすという考えがある

のであれば、保育所の方はどのようにしてもらえるのかということを申し上げておきた

い。 

 

（委員） 

預かり保育についてこの会でもいろいろ議論が行われているが、その体制についてどの

ように考えているか。もしまだ検討中ということであれば委員の意見を拝聴しておくと

いうことでよいか。 

 

（委員） 

16時 45分までの勤務というのは時間上という意味で、幼稚園の場合先ほどから言ってい

るように、記録やいろいろなことがあってなかなか保育に専念できるというところまで

はできていなくて、沢山の持ち帰りの仕事などがある。保育所では研修や職員会議がで

きないということを聞いてそれは大変だとは思ったが、保育の質を上げるとか教員の質

を上げるといったことを考えると、私立の保育所も公立の保育所も幼稚園も研修をして

しっかりとした保育ができるようになればいいと思っている。16時 45分までという時間

帯だけでなくて、幼稚園の教師もほかの仕事を抱えているので、どんどん遅くなってい

る現状がある。預かり保育を始めるにあたって、職員の体制は考慮してもらわないとで

きないと思っていることを補足しておきたい。 

 

（委員） 

人手がないから職員会議をやっていない、事務もできていないという訳ではない。その

中でやっている。そのようなことで保育の質が低下していると誤解されては困る。厳し

い現状の中で頑張っているということを付け加えさせていただく。 

 

（委員） 

預かり保育の担当をさせていただいており、幼稚園の中を外から見る状態であるが、幼

稚園教育が終わった後のお母さんたちへの対応というか相談事業が多いように感じる。

園長先生と話をしようと思っても、保護者が来られていて相談にのられており、時間を

とられている。園長先生だけではなく各担任の先生も事務的な仕事もしており、なかな

か会議をする時間がない、それくらい幼稚園も仕事があると感じた。私たちも 16時半ま

では幼稚園にいるが、教室の掃除などいろいろな仕事をしているので、16時 45分にすぐ

帰ることはなく、遅くまで残っているんだな、と見ている。 
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（委員） 

私立を運営しておられる委員から見て、公立の役割・私立の役割をどのように考えてお

られるのか伺いたい。 

 

（委員） 

この度の議事を見ると、私立のことは関係が少ないかなと思い、各委員の意見を傍聴さ

せていただいたが、毎回沢山の傍聴者の方が来られており、この会は就学前の教育・保

育のあり方検討委員会なので、そういったことを大変重要視されている方がこの場にお

られる。私どももそれを検討している訳ではあるが、私も含めてつい自分の運営してい

る施設のことばかり言ってしまう。前向きにもっと考えていかなければいけない、その

ような中で昨日か一昨日かに現政権が一つの回答を出した。全面的に子育てを支援する、

それは待機児童がいてもいなくても認定こども園に対してはできる限り市町村が助けて

保育所又は幼稚園をバックアップしていくという大変ありがたい意見であるから、あり

がたい意見を私たちは活かしていかなければならない。そんな中で基本的には公立も私

立も変わりない、同じことをやっている。ただ特色がある、例えば私どもの幼稚園はミ

ッション系の幼稚園であるから、キリスト教保育という根本的なものを持って、そこで

保育をしているということである。寺院であれば寺院の宗教関係であればその特色を持

って保育をしていると思うが、先ほど他の委員が言われた、私どもは大切な皆さんのお

子さんを預かって、そこで幼稚園であろうが保育園であろうが大切に小学校に入るまで

を育てている。これは皆一致していると思う。であるから、そこでそれぞれの違いがで

てくるというのは人間であるし、各幼稚園かなと思う。本来であれば皆一緒で、入れら

れる方も同じ環境で同じ料金でというのが理想であると思うが、そういう意味では私立

は、特に明石市には 2園しかない、皆さんの周りにあるのは神戸市の大きな私立である。

明石市にあるのは小さな幼稚園 2 園であるので、それぞれの特徴を大いに用いているこ

とは確かである。傍聴者の皆様、もう 1点、先ほどの話の中で保育所と幼稚園の違いは、

幼稚園は文部科学省の管轄であり、保育所・保育園は厚生労働省の管轄であるというこ

とを覚えておいて話を聞いていただけたらと思う。それぞれ違うところがあり、例えば

保育士を養成する学校と幼稚園教諭を育てる学校がある。今はほとんどが 2 つの免状を

とって卒業していくが、その中でそれぞれが働きを持っているということもあらかじめ

基礎知識として持たれらいいと思う。 

 

（委員） 

今委員が言われたように、この就学前の検討委員会というのはいろいろな保育のニーズ

に対応できるシステムというか、明石市の「もの」と「人」と「お金」をいかに効率的

に有効に活用して、子育てをしている方のニーズに対応していくにはどうすればいいか



9 
 

というような話し合いをしていただいているつもりでいるので、その辺を踏まえてご意

見の方をお願いしたいと思う。 

 

（事務局） 

(2)(2)(2)(2)幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育所保育所保育所保育所のののの教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの計画等計画等計画等計画等についてについてについてについて    

－－－－第第第第３３３３回検討委員会資料回検討委員会資料回検討委員会資料回検討委員会資料１１１１～～～～４により４により４により４により事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明－－－－ 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

（委員） 

幼稚園の方の教育課程編成届については、幼稚園が学校教育ということで、教育基本法か

ら人格形成の基礎を培う重要なものとしての部分と、学校教育法に幼稚園の目的が示され

ているので、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして幼児を保育し、幼児の健

やかな成長のために適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とするとい

う、この目的を達成するための教育要領とか、明石市には明石市教育の指針というものが

あるので、それを基にして明石市の子どもはこんな風に育てたいという考えにのっとって

教育課程を編成している。その下に幼児期の子どもというのは発達特性を踏まえて、遊び

を中心とした集団生活の中で体験を通した豊かな学びをできるようにということで、基本

的生活習慣と生涯に渡る基礎的な社会的態度とか、心豊かにたくましく生きる力の基礎を

培う教育活動が進められるようにと考えて編成している。今見ていただいたように、今回

は鳥羽幼稚園の指導計画が載っているが、私が 4 月に異動になったので、その前の園のも

のを参考資料として出させていただいた。幼稚園の方は子どもの発達特性とか地域や季節

や生活の流れというようなことを考えて 2年間を１期から 10期に分けている。1年間の 4,5

月、6,7月、9,10月、11,12月、1,2,3月の期になっている。ここには 4歳と 5歳のカリキ

ュラムを載せているが、幼稚園は 3 歳からの保育もできるようにと 3 歳のカリキュラムも

作っている。それから、小学校への接続を大事にしたいということで、小学校との接続期

の部分のカリキュラムも作っているので、3歳から 5歳までのカリキュラムを作っている。

幼稚園にない 0 歳から 2 歳については私も分からないが、保育所のカリキュラムを参考に

してまた勉強させていただきながら合わせていけたら、と考えている。幼保もであるが、

その先にある就学前教育というところを考えると、小学校への移行期・接続期の部分をし

っかりと考えてカリキュラムを立てていく必要があると思っている。 

 

（委員） 

今、委員の方から話があった通りで特に付け加えることはないが、小学校としてはご存じ

のとおり幼小の接続、小中の接続ということが子どもたちの育ちを見ていくうえで非常に

重要な課題となっている。そういった意味から保育指針自体が変わった、幼稚園の教育要

領を取り込んだ形となったので、目指すべき方向については統一が図られているのではな
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いかと思っており、さほど問題は感じていない。豊岡市が出しているように、明石市でも

幼保のスタンダードな部分の教育カリキュラムの統一性はとっていった方がよいのではな

いかと思う。 

 

（委員） 

保育所の方は 0歳から 5歳までの子どもを保育しているので、5歳の子どもがどのような姿

になっていくのがよいかということを皆で話し合い、それを目指して 0 歳から取り組んで

いる。0歳から 2歳までの乳児に関しては、一人一人の子どもをよく理解していこうという

ことで、担当制保育で関わっている。3歳から 5歳に関しては、指針が変わったので幼稚園

の指導要領とほぼ変わりなくなっている。ただ、養護面に関しては前回の指針を基に考え

ていってもよいということになっているので、発達などは前回の指針を基にして立ててい

る。 

 

（事務局） 

(3(3(3(3))))幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育所保育所保育所保育所のののの家庭家庭家庭家庭・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会・・・・小学校小学校小学校小学校とのとのとのとの連携等連携等連携等連携等についてについてについてについて    

－－－－第第第第３３３３回検討委員会資料回検討委員会資料回検討委員会資料回検討委員会資料５５５５～～～～７７７７によりによりによりにより事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明－－－－ 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

（委員） 

資料 5「2 市立幼稚園・保育所の家庭との連携状況」表中、幼稚園の 2行目「保育参加また

は参観」は、年 1回は誤りで、月 1回が正解である。 

 

（事務局） 

(4(4(4(4))))子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターとのセンターとのセンターとのセンターとの役割役割役割役割・・・・機能分担機能分担機能分担機能分担についてについてについてについて    

－－－－第第第第３３３３回検討委員会資料回検討委員会資料回検討委員会資料回検討委員会資料８８８８によりによりによりにより事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明－－－－ 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

（委員） 

公立の幼稚園に通わせる前に、私立の保育園の園庭開放によく参加させていただいていた

が、一人目の子どもの時はちょっとしたことで、これでいいのかどうかすぐに不安になっ

ていた。そんな時に先輩ママや先生方から大丈夫と一声かけていただくだけで、すごくほ

っとした気分になってスッキリする。特別大きな悩みではなく、ちょっとした日々のモヤ

モヤが、こういった場所に参加して発することにより解消され、ストレス発散になったの

で、とてもいい場を設けていただいて、参加していい経験になった。 

 

（委員） 
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子育て支援センター「うおずみ」と「おおくぼ北」を運営している。「うおずみ」に公立幼

稚園を退職した園長先生に絵本の読み聞かせと子育て相談に来ていただいている。私たち

が相談に乗るよりも重みがあり、お母さんたちも就園前相談としてすごく安心されるので、

幼稚園にもこのような機能があれば尚良いと考えている。 

 

（委員） 

個人的には保育園に子どもを預けているので、特には困っていないが、知り合いで不安に

思った時にそういったところを利用して、参加している方といろいろな話をしただけで解

消できるというようなことを聞いたりするので、役に立っているのではないかと思う。 

 

（委員） 

先ほど事務局から牧羊幼稚園の事例を紹介いただいたが、本当は毎日でも開放したい。こ

れはどこの幼稚園でも保育所でも同じだと思う。ただ、諸事情がどこにでもあり、特に安

全面で、最近は登下校等は不安であると思う。本当に不審者が多いが、その不審者をどう

見分けるかが問題である。だからなかなかやりにくい。そんな中で私どもでは、門の前に

私なり男性が立っていたら入ってきにくいと思ったりはするが、それでも安全面を考える

と毎日の開放は大変である。ただ、今は本当にお子さんが遊べる場所、特に砂とか土の上

でできる限り遊ばせてあげたい、であるのでどこにでもあると思うが、うちには土のグラ

ウンドがあるから、転んでもいいのでそこで遊んでいただく方向で園開放を進めている。

ただし残念ながら私どもは太寺天王町という、どちらかというとあまり小さなお子さんが

いらっしゃらない環境である。であるのであまり沢山はいらっしゃらない、しかしできる

限り園開放して、それが一つの子育て支援であるならば協力していきたいと思っている。 

 

（委員） 

園開放を利用した立場から言わせていただくと、外の公園に連れて行く場合、遊具とかの

関係で遊べたり遊べなかったりという状況があるので、保育園の中の遊具などを使わせて

もらって遊ばせることができるのはすごくありがたかった。年齢に応じた遊具もあったり、

周りで遊んでいるお子さんの姿に刺激を受けて遊べるようになったりといった感じで、家

で一対一で相手をしているよりは、友達が沢山いる環境を見せて、その中で遊べたのはす

ごく助かった。園開放とか読み聞かせとかがあったりして、親子共々すごく助かった。こ

のような感じでどんどんやっていただけたら、毎日とまでは言わないが、頻度を上げてい

ただけたら、すごく助かる親子が多くいると思う。 

 

 

 

（事務局） 
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(5(5(5(5))))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方検討委員会方検討委員会方検討委員会におけるこれまでのにおけるこれまでのにおけるこれまでのにおけるこれまでの主主主主なななな意見等意見等意見等意見等についてについてについてについて    

(6(6(6(6))))市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園・・・・市立保育所市立保育所市立保育所市立保育所のののの今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性（（（（案案案案））））    

－－－－資料資料資料資料１・２１・２１・２１・２によりによりによりにより事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明－－－－ 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

（委員） 

今日、市の方針を初めて聞かせていただいたが、皆さん初めてではないと思う。以前 6 月

15 日付の新聞で、議会で答弁された内容が記載されているので、この時点で預かり保育を

今後進めていくということは決まっていたということになる。ここの場で預かり保育につ

いてそれぞれの立場でそれぞれの意見は言ったような気はするが、議論はあまりされてい

ないように私は思っている。なにが言いたいかというと、私はこの新聞を見てこんなこと

が決まっていたのかと驚いた。今日、事務局の方から提案があったのだが、これはいつの

段階で決まっていたのか分からないが、預かり保育に特化してここで煮詰まった話をした

記憶が私はあまりない、確かにニーズは高いという話はあったが、その時に私は、預かり

保育を否定するものではないけれども、預かり保育の内容であるとか質であるとかそうい

ったものを議論する必要があるのではないかという意見を言わせてもらった。今後、進め

ていく中でいろいろ課題もあると思うし、例えば資料に改修費用や職員手当などのことが

書かれているが、例えば全園実施していくとして、現場の声を参考にしたのかとか、決ま

っていった経過がどのようになっているのかが分からないのであるが。 

 

（事務局） 

預かり保育や幼保一体化については、資料 1 で項目ごとに記載しているが、預かり保育に

ついてもいろいろな都市の事例も踏まえて、皆様方からご意見をいただいたものと考えて

いる。幼保一体化についても同様に考えている。議会の方でもいろいろな意見をいただき

ながらやっている。その中で、今回の資料 2 に当たる部分を 6 月の議会でも提案をしたと

ころである。その前の昨年のアンケート調査においても預かり保育と 3 歳児保育について

は非常にニーズが高かったと皆様にお示ししているところである。議会は 3月・6月・9月・

12月と年 4回開催され、そのタイミングと本委員会の 7月 7日というタイミングの違いと

いう形で、本委員会開催前に新聞で掲載されたとご理解いただきたい。 

 

（委員） 

要するに預かり保育をするとなったら、中身の問題というか、資料に記載のある短時間保

育と中時間保育、中時間保育という言い方があるのかどうかは分からないが、これは預か

りのことか、延長保育ではないと思うが。 

 

（事務局） 
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この検討委員会でも途中で申し上げたとおり、預かり保育というのは、教育時間が終わっ

た後に家庭的な雰囲気の中で預かっていく活動というように認識して、預かり保育という

標記もさせていただいている。預かり保育の具体的な内容については、今後詰めていきた

いと思っている。 

 

（委員） 

多分そのようなことだと思うのだが、平成 26年度に 5箇所予定して、来年度始める。確か

今までの話の中で、1箇所錦浦で NPOでやっていて、1箇所では分からないので 2箇所目

として大久保南を始めて資料を集めたいとお聞きしたが、もう来年 5 箇所というのは性急

なような気がする。というのは、ここでもっと中身についてああでもない、こうでもない

という話があった後であれば私も理解できるのであるが、もう少し時間をかけてやるとい

う訳にはいかないのか。 

 

(事務局） 

来年度 5箇所程度預かり保育をやっていきたいと検討の方向性を出しているだけで、5箇所

をどこの場所にすればいいのか、その辺のところについても今後具体的に検討していきた

いと考えている。 

 

（委員） 

預かり保育の目的やメリットはどのように考えているのか。 

 

（事務局） 

預かり保育を今年度試行している部分については、夏休みや春休みといった長期休業中に

行っていないということもあることから、どちらかと言えば子育て支援的な部分が強いと

考えている。来年度からは資料に記載のとおり長期休業中も含めて実施をしていきたいと

考えており、何故かというと、比較的勤務の短い方については幼稚園を選べるという体制

を取っていきたいということで、来年については就労支援と子育て支援の両面をもって預

かり保育を導入していきたいと考えている。 

 

（委員） 

長期休業中に実施していくこともこれからの検討事項に含まれているのか。 

 

（事務局） 

案の中で、保育所待機児童対策として幼稚園での預かり保育をメニューとして考えていき

たいと言っているので、比較的短い勤務時間であっても、夏休みや春休みに子どもを預け

ることができないということであれば働くことができない、働いている方でも幼稚園を選
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べるように、そういう形での預かり保育を考えていきたいということで、長期休業中の実

施については、基本的には実施していく方向で考えている。先ほど検討期間が短いという

ご指摘があったが、この後すぐに幼稚園の先生や保育所の保育士等々が入った検討会議と

いうかプロジェクトチームを作ったうえで、検討を事細かにさせていただきたい、そこに

事務局も入っていきたいと考えている。 

 

（委員） 

2箇所で試行している幼稚園の預かり保育の成果や問題点等を聞かせて欲しい。 

 

（事務局） 

明石市立幼稚園明石市立幼稚園明石市立幼稚園明石市立幼稚園におけるにおけるにおけるにおける預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育（（（（試行試行試行試行））））についてについてについてについて    

－－－－参考資料参考資料参考資料参考資料によりによりによりにより事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明－－－－ 

 

（委員） 

成果としては予想通りであるのか。 

 

（事務局） 

利用についての課題としては、先ほどの資料の方にあった、例えば錦浦幼稚園で見ると、

平成 23年度は平均利用者が 14人、平成 24年度は 12人であるのに対して、今年度は約 7

人と減っていることが伺える。それは、23年度 24年度についてはフルーツバスケットが市

民提案型パイロット協働事業ということで、市との協働の中で独自に実施していた事業で

あったため、当日の利用申込が可能であるなど民間が実施する上での緩やかさというか臨

機応変さがあったが、今年度からは市の事業ということで、利用申込が前日で締切りであ

るなど手続き上の違いがあり、利用者からは少し使い勝手が悪くなったという意見もでて

いる。それについては、今後当日受付ができないかということも含めて検討していきたい

と考えている。また、成果としては今年初めて大久保南幼稚園で実施することになったが、

実施までには保護者やＰＴＡの方々との意見交換を行い、いろいろと不安な点もあったよ

うに感じたが、実際に始めると、資料には毎日・一時利用の平均利用者数が 6 人と記載し

てあるが、現在受け付けている追加申込では多くの申込が来ている状態であり、定員の 20

名を超えるような日もでてくるように感じている。よって、初めて実施した大久保南幼稚

園では多くの利用が見込まれるといった状況であり、ニーズがあったのではないか、また

保護者の方も幼稚園なので安心して預けることができ、ちょっとした自分のゆとりの時間

を持つことができるのがありがたいと感じていることが、事前に実施したアンケートでの

意見で読み取れたので、そういうところを活かしていきたいと考えている。 

 

（事務局） 
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制度的な面は今申し上げた通りであるが、資料に記載のとおり毎日の利用者は少ない、つ

まり、現在幼稚園に来ている保護者の中で、短時間の勤務をしている人が少ないというこ

とが言えるが、預かり保育をすることで、当初本委員会でもご意見いただいた通り就園数

が増加することが期待できると考えている。 

 

（委員） 

現在預かり保育を 2 箇所担当させていただいている。錦浦幼稚園については、昨年度と比

較して書類での手続きが増えた。それに伴い申請が煩雑に感じている方は様子見をしてい

るのではないかと考えている。大久保南幼稚園については今年度からのため、説明会を複

数行い、保護者の理解を得たうえで開始したので、定員一杯の実施日があるような状態と

なっている。当面の間は錦浦幼稚園も大久保南幼稚園も、勤務時間が固定されている職場

では働くことができないため、就労している方が利用の中心となるのではなく、リフレッ

シュや、短期の仕事が入った時間を預かってもらおうと考えている方が、預かりを希望し

ているので、今年度は毎日の利用者が増えるかどうかは分からないが、空き状況を見なが

ら一時や追加の利用は増加していくのではないかと考えている。今後、夏休みなど長期休

業中の利用ができるようになるなどの改善が行われたら、短時間の勤務の方、本来保育所

ではなくてもいい方については、幼稚園を利用することができるのではないか、待機児童

として待っている本当に保育所が必要な方が保育所に行けるのではないかと思う。 

 

（委員） 

預かり保育は、年末 12月 28日まで行い翌年 1月 4日から再開する、そういった体制を取

るのか。また、資料に直営との記載があったので、幼稚園の先生が工夫をして実施すると

いうことか。 

 

（事務局） 

基本的には幼稚園の先生の指導の下で体制を組んでいきたい。その中で、現在の職員数だ

けで済むのか、少し臨時職員を追加しないといけないのか、ということについても今後検

討していきたい。 

 

（委員） 

フルーツバスケットが初めて預かり保育を行うとき、話をした内容の中に、保護者の子育

てに関する疲労感を少しでも和らげて、というような趣旨でパイロット事業で、というこ

とで時間も 16時まででいわゆる就労支援ではなく、子育て支援的に預かり保育をしていた

が、今回、就労支援が入ると、従来今年度までやってきた預かり保育と全然内容が違うの

ではないかと思い、今年度まで錦浦幼稚園と大久保南幼稚園で実施してきた預かり保育が

来年度にどう役立つのかが見えてこない。そのあたりをどのように考えているか。 
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（委員） 

幼稚園の場所で学校教育のもとで実施しているが、少し切り離しをして、子育て支援の位

置で家庭的な雰囲気で、もちろん保護者のリフレッシュも必要であると思うし、働いてい

る方でも幼稚園に預けたいと思っている方もいるので、その方でも幼稚園に預けられる状

態で、幼稚園が 2 つになるのではなく、その続きで家庭的な雰囲気でというのは就労支援

となっても変わらないと思う。もともと子育て支援と言ってきたけれど、今後就労支援に

繋がればよいとの思いで提案した。明石は小学校と隣接して 28園あり、それは貴重な場所

であるので、子育て支援の事業と連携をとりながらできるというのはどこにも負けない子

育てしやすい地域作りになると思うので就労支援にも繋がる内容になればいいと思う。 

 

（委員） 

例えば、小学校に置き換えた場合、我々が授業を終わった後に学童保育の面倒を見るとい

うことになると思う。それは到底不可能である。職員が学校で授業後に学童保育の面倒を

見なさいと言われたら、回らないと思う。幼稚園でもそれと同じ感覚であるのか、それと

も違うのか。 

 

（委員） 

やっている方から見れば、切り離して協働や委託でさせてもらえるのは、子どもたちや先

生にとってもいいのではないかと思っている。パート職員でも対応可能であると思うが、

全園同じ方向で行うのであれば NPO に委託する方がよいのではないかと思っているとい

うか願っている。 

 

（委員） 

預かり保育については多くの意見をいただいたので、もう一つの柱である幼保一体化につ

いて、二見地区と松が丘地区で来年度から試行を始める取り組みで、気を付けることや押

さえておくべきことなどの提案があれば意見をいただきたい。 

 

（委員） 

先ほどの説明では、今回の幼保一体化では施設だけが一体化するのか、利用者はどのよう

に利用するのかが分からなかったので、もう少し詳しく説明してほしい。 

 

（事務局） 

認定こども園になった場合は、保護者が働いていても働いていなくても一つの施設で入っ

ていくということになるが、今回の幼保一体化の試行では、なるべく子どもや保護者の方、

職員に大きな負担がかからないようにやっていきたいと考えている。基本的には幼稚園の
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施設、保育所の施設とある中で、それを一つの施設として有効活用を図っていきたい。具

体的な内容、例えば保育内容をどのようにするのかについては、今後具体的に考えていき

たいと思っている。 

 

（委員） 

認定こども園にはなるのか。 

 

（事務局） 

すぐに認定こども園の認定を取る予定はない。幼保を一体的に使っていくようなイメージ

でいる。 

 

（委員） 

この話を聞いて幼稚園も保育所も驚いているところであるが、これから検討していくとい

うことで、この平成 26年 4月からの試行を目標にという部分が引っ掛かる。加古川市も高

砂市も 2 園ずつ幼保一体施設があると思うが、それをするまでに 2 年くらい話し合いを持

って、保護者に納得してもらえるような会議を持ってというような形で、時間をかけて一

体化していったというように聞いている。やはり幼稚園の保護者としては、いろいろな行

事を一緒にしていく、過ごす時間が違うといった細かい課題が沢山でてくると思う。開始

日を決めてしまうというのではなく、目標にとなっているのでそのあたりは融通が利くの

か。 

 

（事務局） 

これから検討を始めさせていただくが、目標としては平成 26 年 4 月を目指したい。ただ、

検討する中で、安全面が確保できないとか無用の混乱が起きるといったことが想定される

状況であれば、平成 26年 4月に無理に始めるということはない。検討を始めるにあたって

4月を目標に定めていきたい、その中で全体を 4月に始めるのか、一部分を 4月から始めて

徐々に広げていくのかについても検討していきたいと考えている。この幼保一体化と預か

り保育については、先ほども申し上げた通り、幼稚園の先生・保育所の保育士でプロジェ

クトチームを立ち上げ、そこに事務局も入り、案を作っていってこの検討委員会にも報告

させていただきたい。 

 

（委員） 

幼稚園や保育所の園児募集はいつか。平成 26年 4月と言いながら園児募集が 11月頃なの

であれば、募集時期と実施内容が違うようではいけないのではないか。 

 

 



18 
 

（事務局） 

仰るとおりで、幼稚園の園児募集は 11 月で、保育所も 11 月に入所の募集がある。先週末

には二見地区と松が丘地区で保護者の方などに検討を始めるというお知らせをしたところ

である。次年度に向けて 11月というのは一つの節目となるので、それまでにどれだけのも

のが出せるのかということを考えながら検討していきたい。 

 

（委員） 

3歳児保育はどうなるのか。例えば二見幼稚園では 3歳児を受け入れるのか。 

 

（事務局） 

幼保一体化の試行の中で、現在は在宅の保育に欠けない 3 歳児の受け入れを検討していき

たいと考えている。 

 

（委員） 

今から検討して 11月に募集する。そんなに早く決めていく理由は何か。安全面という話は

あったが、安全面だけではなく子どもの心もあると思う。給食をどちらで食べるかなどの

簡単なことであってもよく検討していかないと、後で失敗であったので変更しようという

になるので、それはやめてもらいたい、十分な検討をするというのが大切ではないかと思

う。 

 

（委員） 

３３３３    閉会閉会閉会閉会 

それでは、第４回目の検討委員はこれで終了します。 

 

（事務局） 

この度いただいた意見等を踏まえて、今後幼稚園の先生や保育所の保育士と具体的な検討

を始めていきたいと考えているのでよろしくお願いしたい。 


