
第１７回佐賀市子ども・子育て会議　　意見等のまとめ

利用定員の設定について、資料２を用いて説明。

若楠幼稚園
 ・旧制度から新制度へ移行するもの
 ・利用定員の設定は25人（2歳：3人、3歳：6人、4歳：8人、5歳：8人）
佐賀中部病院内保育園サン・キッズ
 ・認可外保育施設から認可施設（地域型保育事業）へ移行するもの
 ・利用定員の設定は12人（0歳：2人、1歳：5人、2歳：5人）
 ・利用定員のうち、従業員枠は7人（0歳：1人、1歳：3人、2歳：3人）、
 　地域枠は5人（0歳：1人、1歳：2人、2歳：2人）

委員 佐賀中部病院内保育園サン・キッズについて、設置者は独立行政法人地域
医療機能推進機構だが、保育事業の運営業務は、直営なのか？それとも委
託なのか？

事務局 現在の認可外保育施設においては、運営業務を市内の私立認定こども園
（日新こども園）の設置者である社会福祉法人に委託されている。
認可施設移行後においても、同様と思われる。

結論 会議は、「若楠幼稚園」、「佐賀中部病院内保育園サン・キッズ」の利用定員につ
いて、原案どおりで承認する。

事務局 次期子ども・子育て支援事業計画について、資料３及び資料４を用いて説
明。

ア　基本的な考え方
　・基本理念等は、第１期計画のものを原則踏襲。
　・ただし、次の２点については変更あり。
　　①基本施策３「支援を要する子どもや家庭を支える取組の推進」
　　　基本事業１「要保護児童対策の充実」に、児童虐待防止対策に係る
　　　体制強化に関する記載を追加
　　②基本施策６「子どもの安全確保と子育てに適した生活環境の整備」
　　　基本事業２「交通安全を確保する取り組み」に、教育・保育施設の
　　　園外活動経路等への安全対策に関する記載を追加

イ　教育・保育の量の見込み・提供体制の確保策
　・第1期からの変更点は、次の４点。
　　①教育保育の提供区域の設定について、３区域から１区域へ変更
　　②量の見込みの算定方法について、ニーズ調査によるものから利用実
　　　績によるものへ変更
　　③提供体制の確保について、施設区分ごとに設定（３区分）
　　　※第1期は、区分け無し
　　④提供体制の確保策として、「原則、新規施設によらず、既存施設の
　　　増改築等によるものとする」旨を記載
　　　※第1期は、記載無し

ウ　地域子育て支援事業の量の見込み・提供体制の確保策
　・各事業の利用に係る需要と供給体制については、利用実績等を勘案し
　　て設定
　・第1期で実施した11事業に、「実費徴収に係る補足給付を行う事業」を
　　追加

委員 資料４の４５ページで、施設を表記する際に「幼稚園、保育所（園）等」
としているが、他の箇所では全ての施設を列挙しており、ばらつきがあ
る。

事務局 本計画において、同じ対象を指す場合は、同様の表記で統一する必要があ
ると考えている。今回指摘のあった箇所については、他の箇所では対象と
なる施設を全て列挙しているので、その表記とあわせるように修正する。

議題（１）　利用定員の設定について

資料２　利用定員の設定

議題（２）　次期子ども・子育て支援事業計画に係るパブリックコメントについて

資料３　次期子ども・子育て支援事業計画（案）の概要
資料４　次期子ども・子育て支援事業計画（案）【パブリックコメント】

事務局



委員 資料４の５４ページの、条件を満たした認可外保育施設が認可施設へ移行
する場合は新設が認められる件について、企業主導型保育事業の取扱いは
どうなるのか？
前回の会議で、企業主導型保育事業については認可施設並みの助成を受け
て運営されているので認可施設への移行は想定し難いという説明があった
が、事業者によっては認可施設への移行を検討されることもあるかもしれ
ない。

事務局 現時点では、企業主導型保育事業以外の認可外保育施設の認可施設への移
行のみを想定している。企業主導型保育事業の事業者から、認可施設への
移行の意思を示された場合は、この会議などで検討していかなければなら
ないと考えている。

委員 企業主導型保育事業が含まれないということであれば、計画中の表記を整
理しておいた方が良いと思う。

事務局 計画中の表記としては、「認可外保育施設（企業主導型保育事業を除
く。）」というように整理したい。

委員 認可外保育所の中でも、現在助成を受けていないところを、子どもたちの
ためにより良い施設にしていくことが、おそらく本来の目的だと思うの
で、そのような考え方で良いと思う。
企業主導型保育事業の事業者が必要以上の期待をしないように、きちんと
整理されておいた方が良いと思う。

委員 資料４の５４ページの提供体制の確保についてだが、長時間保育の児童や
低年齢の児童が増えていることから、施設の構造を変えていく必要がある
と考えている。
その場合の方法として、一部の機能を別の場所に移して分園を設置した
り、その分園先に、他の障がい者施設の機能もプラスすることなども考え
られる。
次期計画において、分園は認められるのか？

事務局 以前の会議でも説明しましたとおり、今後、特に３歳児以上については、
全体の児童数の増加は見込めないものの、１号定員が減り、２号定員が増
えることが想定されている。
その対応策として、既存の施設を活かした対応ということで「幼稚園の認
定こども園化」を進めていきたいという方策を立てている。
また、新規施設を不要とした理由には、「面積的には、既存施設だけで、
今後の量の見込みに対応できること」、「新規施設が乱立することにより
保育士不足を助長してしまうこと」などを挙げている。
分園については、既存の施設を活かした対応という点では、方向性として
はあっていると考えられるので、今後の対応の中で検討したい。

委員 今後、少子化が進行する中、多機能を持つ施設を運営するなど差別化を図
り、施設を充実させてていくことが、私立の園が生き残るための方策だと
思う。計画を策定するにあたり、規制が過ぎると私立の園の衰退につなが
りかねないことも考慮していただきたい。

委員 資料４の７９ページの副食費の助成について、この対象者などは施設型給
付の施設と同じなのか？

事務局 基本的に、施設型給付の１号認定の場合と同じである。

委員 現在の表記では、助成の対象者が明確ではないので、修正した方が良いの
ではないか？

事務局 助成の対象が明確になるように、修正する。

事務局 事前に質問のあった項目について、追加資料に沿って、説明。

委員 質問の６番の保護者からの相談について、具体的にどのような相談があっ
ているのか？

委員 本園の場合は、おむつの外し方など、昔であれば近所の方やおばあちゃん
などに聞いていたようなことが多い。
また、栄養不足などの発育に関する相談は、専門家につなぐなどして、正
しい情報を提供している。
子育ての基本についての相談が多いが、中には、お姑さんとの問題、男親
が子育てに非協力的であるなどの相談もあり、昔であれば隣近所に相談し
ていたようなことを、保育士に相談されるケースが多い。

追加資料　次期子ども・子育て支援事業計画（案）に係る事前質問及び回答



委員 質問の８番について、民生委員などを「地域団体」とまとめているとのこ
とだが、一般の方には分かりにくいのではないか？

事務局 民生委員は民生委員児童委員協議会、母子保健推進員は母子保健推進協議
会といった団体に所属されおり、児童虐待対策については、これらの団体
のほか、医師会、PTA協議会、各種NPO団体などいろいろな関係機関のご協
力によって進めていることから、どのような表現が適当であるか検討した
結果、「地域団体」としたところである。
また、これについては、本計画の上位計画である「総合計画」においても
審議されており、その中で「地域団体」を採用されたところでもある。

委員 地域団体でも結構だが、地域団体の中で唯一守秘義務が課されているのが
民生委員である。虐待の場合は、特に個人情報の問題が関わってくる。も
ちろん民生委員だけで行うことではなく、市や児童相談所につないだりす
るが、ひとくくりにされてしまうのは、ちょっと違うような気がする。

委員 民生委員については守秘義務が課されているように他の団体とは質が異な
るので、その点を考慮した記述はできないかとの意見であった。総合計画
との関係もあることから、即答は難しいかもしれないが、どうか？

事務局 子ども・子育て支援事業計画は、総合計画の中の個別事業に関する計画で
ある。ご意見いただいたことについては、子育て支援に関する虐待防止と
いう観点に特化した項目ということで、民生委員の立場は重点的なもので
あると認識していることから、記述に際しては配慮したい。

委員 地域団体という名称を残しながら、民生委員の記述も残すということで良
いか。

事務局 はい。

委員 質問の６番の「保育士・幼稚園教諭・認定こども園教職員／小学校の先
生」という表現だが、「保育士、幼稚園教諭」と「認定こども園教職員、
小学校の先生」で整合性がとれていない。「認定こども園教職員、小学校
の先生」は「保育教諭、小学校教諭」として整合性をとるべきではない
か。

事務局 ご意見のとおり修正する。

委員 今回の会議で、まだ発言されていない委員の方からも、一言ずつ感想など
をいただきたい。

委員 本日の議論の中で、働く女性が増えてきて、気軽に預けられる先としての
４０歳以降が減ってきているという話題があった。
自分が、４０代で、これまでずっと働きながら、子どもを育ててきたが、
そのときは、おじいちゃん、おばあちゃんの家に預けたり、おじいちゃ
ん、おばあちゃんに幼稚園のお迎えに行ってもらったりするような家庭を
たくさん見かけたような気がする。
今から、５年、１０年すれば娘が家庭を持つかもしれないが、自分はその
ときもまだ働かなければならない状況なので、自分がしてもらっていたよ
うに、おばあちゃんとして子育ての援助ができないのではないかと思う。
孫の世話をしたくても、時間的にできないというおじいちゃん、おばちゃ
んが増えてくると思われるので、施設や行政による援助については、今後
も進めていただければと思う。

委員 働く女性が増えることで問題があったり、預け先として保育所や認定こど
も園が増えたり、助かる部分と困る部分が繰り返し出てきているように思
う。子どもを大事にしたいけど、家庭のことを大事にしすぎると、地域の
つながりが希薄になってしまうかもしれない。
いろいろな方面から考えて何が一番というのは分からないが、各方面でつ
ながって、子育てや地域社会がうまく進んでいくように、PTA、こども会、
民生委員、母子保健推進員、保育所や認定こども園の先生など、みんなで
頑張っていければと思う。

委員 幼稚園で、父母会の役員を務めたり、現在は評議員をしていることから、
先生方が苦労されていることはよく分かる。
また、この会議を通して、佐賀市が子どもたちのために一生懸命考えられ
ていることが分かったことは、自分のためにもよかったと思う。
佐賀市の子どもたちのために、これからも頑張っていただければありがた
いと思う。



委員 本園の子どもたちは、近くの公民館まで散歩に行ったり、本を借りに行っ
たりしていたが、大津の事件以来、道路に柵がないため、その方面への散
歩を控えている。園外活動のための道路整備にも力を入れられるというこ
となので、子どもたちの安全や笑顔のためにも、よろしくお願いしたいと
思う。
また、保護者からの相談の内容は、母乳の外し方、赤ちゃんがえりへの対
応など、子育ての基本的なことが多い。基本的なことから、一つずつ説明
して、親を育てないと、子育てができないというのが現状だと思ってい
る。そのため、保育士には、保護者と会話をするように言っている。その
結果、３０分くらい話される保護者もおられ、保育士の負担になっている
のは間違いないと思う。

委員 小児科の立場から話すと、私は子どもたちが病気になった時の状態を見て
いるが、そうなったときの家庭は一大事で、入院するとなると、特にひと
り親の場合はパニックになる。家庭に亀裂が入り、家庭が崩れていくのが
よく分かる。佐賀市全体で子育てを支援するのであれば、入院の付き添い
などができるように介護休暇や、父親が育児参加するための育休がきちん
ととれるように、温かく子育てを支援するような社会性が、佐賀市全体と
してあればと思う。
子どもが生まれてから子育てを考える親が多いが、子育ては、妊娠した時
から、子どもを作ろうと思った時から始まっている。父親、母親に対し
て、子どもが生まれる前から、子育ての教育をしていくべきだと思う。
また、小学校や中学校の段階でも、子育てとか、子どもに関わるような教
育、ベビーシッターのような教育をするべきと思っている。そのような経
験は、自分に子どもができたときに、活かされると思う。
虐待も増えてきているが、虐待を予防することが重要だと思う。子育てに
困っている母親に目を向けてほしい。社会全体が、困っている母親に手を
差し伸べるような社会であったらいいなと思う。

委員 この計画を見て、一番印象的な言葉は、「切れ目のない支援」という言葉
である。妊婦、乳幼児、児童と進んでいく中で、それぞれが育っている環
境は、その都度、その瞬間で変わっていくと思う。それを連携していくこ
とはすごく難しい。貧困の連鎖を断ち切るなど、難しい課題があると思う
が、ワーキンググループや、話し合いができる場をつくりながら、第２期
計画で一つでも多く見える化していけたらというのが、私の願いである。

委員 放課後児童クラブについてだが、小学３年生までの利用がほとんどという
ことで、新聞報道などでも教育・保育に費やし過ぎていると取り上げられ
ていたと思う。私も放課後児童クラブを運営しているので見えていること
だが、４年生以降にもニーズはあると思う。保護者は、学童に預けられな
いのであれば、預け先として習い事をさせよう、塾に通わせようなど、子
どもを管理する場所を動かしているだけである。
おそらく、行政としては、４年生、５年生、６年生は自分で何かしら余暇
を楽しむことができるという想定で、４年生以降をカウントしていないと
思うが、今の社会の中では、部活をしていなければ、習い事や塾で管理を
してもらおうと考える保護者が多いと思う。
佐賀市では、小学校の区画内で放課後児童クラブを整備する方針のようだ
が、例えば、幼稚園、認定こども園、保育所といった既存施設の園庭を開
放し、１人でも支援員を配置することで、園のOGやOBの子どもたちが来て
一緒に過ごし、そのときに人件費の補助を出せば、学校を整備するよりも
軽い負担で、問題は解消できるのではないか。
そうすれば、未就学児にとってもメリットであるし、先ほどのベビーシッ
ターではないが、小学生が小さい子どもを見るということもメリットであ
る。既存施設を活かしながら、少しづつ解消してはどうか。
新規施設を作れば少子化が進行したときに不要になるので、既存の施設を
活かし、誰も不幸にならない、みんなにとってメリットになるような形
を、放課後児童クラブにおいて力を入れられても良いのではないかと思
う。

事務局 子ども・子育て支援新制度がスタートした平成２７年度からは、佐賀市も
６年生までを対象とするよう条例に規定している。放課後児童クラブを開
設するためには、場所と指導員の確保が必要である。
現在、６年生までが利用できる場所は確保できているが、支援員が確保で
きていない状況である。
そのような中で、幼稚園、認定こども園といった既存施設を活用してはど
うかとのご意見をいただいたところだが、今後はそのご意見を尊重して、
各施設にお話をさせていただきたいと思う。



委員 労働組合からの委員としては、労働者の賃金条件がますます悪くなってき
ており、そのことが社会全体的に根本的に少しおかしくなっているんじゃ
ないかといった問題意識を持っている。
小学校の先生や保育士の非正規労働者が増えてきていることや、預ける親
の方についても、非正規だから共働きをせざるを得ないとうような状況に
追い込まれていることで、いろいろな問題が起きているじゃないかと思わ
れる。
今後、そのような点が、改善できればと思う。

委員 子どもが幼稚園のときはお迎えの際に気軽に相談できる機会があったが、
現在、子どもが小学生で、そのような機会がなくなった。小学生の保護者
にも、気軽に相談できる人が身近にいればいいなと思う。

委員 保育に関わる人間も、働く女性であり、保護者でもあり、同じ悩みを抱え
ている。私も、保育園を利用している保育者の一人で、同じ悩みを抱えて
いるので、皆さんと一緒にいろんなことを考えていけたらと思う。

結論 会議は、「次期子ども・子育て支援事業計画（案）」について、原案を一部修正
（※）することを条件に、承認する。
※修正箇所
　①「認定こども園教職員」・「小学校の先生」という表記を「保育教諭」・「小学校
　　教諭」という表記に変更すること。（資料４　P29、P30）
　②「民生委員」という表記を残すこと。（資料４　P45）
　③「幼稚園・保育所（園）等」という表記を「保育所（園）、幼稚園、認定こども園、
　　地域型保育事業等」という表記に変更すること。（資料４　P45）
　④認可外保育施設に企業主導型保育事業を含まない旨を表記すること（資料
　　４　P54）
　⑤「子ども」という表記を「就学前児童や小学生等の児童」という表記に変更す
　　ること。（資料４　P59）
　⑥実費徴収に係る補足給付を行う事業の対象者を明確に表記すること。（資
　　料４　P79）


