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平成２８年度第５回あきる野市子ども・子育て会議 

議 事 要 旨 

 

１ 開催日時：平成２９年２月１５日（水）午後４時～５時５０分 

 

２ 開催場所：市役所別館３階 第１会議室 

 

３ 出 席 者：委員１０人 

 

４ 次  第 

 （１） 開会 

 （２） 挨拶 

 （３） 報告 

     事務局から資料に基づき説明が行われた。 

     （子育て支援拠点整備事業、子育て応援サイト・アプリ、 

      特定教育・保育施設の利用定員） 

 

 

委員長    

       拠点施設につきましては、窓口が一本化して、利用者にとって非常に良くなり、

かつ受付時間も長くなり、非常に良いことだと思います。 

       ウェブサイトにつきましては、確認ですが、予防接種アプリがあったかと思いま

すが、あれとウェブサイトはリンクしているのでしょうか。 

 

 

事務局 

サイトについては、一番下にバナーを設置し、リンクさせます。アプリについて

は、アプリの中からリンクさせています。 

 

 

委員長    

       非常に便利になっていいと思います。 

 

 

 （４） 議事 

    ア １号認定の利用者負担額について 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 
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委員長     

 いろいろな考え方があって整理するのは大変だと思いますが、まず今ちょっとお話

いただいたので、先に幼児教育無償化の話をしておきたいと思います。すでに国の方

では、文部科学省を中心に幼児教育の段階的無償化いうことで、幼稚園利用の保護者

負担軽減で就園奨励補助というものがあります。あれを低所得層であったり、２子、

３子、多子世帯に対して、かなり負担軽減を図ってきています。これがさらに進むだ

ろうと思います。実は昨年の今頃、国会で幼児教育振興法案が提出されて、議論せず

に継続審議になり、今行っている国会に改めて提案をされています。これがもし順調

に今の国会で幼児教育振興法案が通ると、法律を根拠にして、より一層、幼児教育無

償化を進めるということになりますので、それが５歳児からやるのか、年齢別に下げ

ていくのか、低所得層からやるのか、それはまだ分かりませんけれども、もう一段加

速するだろうと思われます。法律が通らないことにはすべて動かないということでご

ざいますので、その動きを注視しながら今の国会は６月半ばくらいまでですので、次

年度のあきる野市の計画や国のさらに次年度予算について、国会で通っていれば少し

目鼻がつくので、その時点で改めて検討すれば良いのかなというふうに考えておりま

す。まず、当面、ここであきる野市の１号認定保育料負担ということで大きく分ける

と３つ考え方が示されました。Aというのが基本的には新制度で国が指している所得

ごとの保育料負担をさらに市独自に軽減していくという考えです。一方、Bについて

は保護者負担軽減補助について、さらに市独自で加算する形で負担をする。つまり国

が示した保育料基準そのものはいじらずに保護者負担軽減補助を市独自で軽減する

という考えでございます。Cの方は発想がぜんぜん変わりまして、そのこととは別に

１号認定の子どもであっても新制度の場合は一時預かり幼稚園型というのがあって、

これを組み合わせると、基本的には一日８時間程度で国が長時間保育化をしてきてま

すので、実質２号認定と変わらない保育時間が保証されることになっています。そう

すると１号認定を選択して一時預かり幼稚園型を組み合わせると２号認定と同じ保

育時間ですけれども、保育料で言うと１号認定の保育料プラス一時預かり幼稚園型の

保育料を足したものになります。一方、２号認定はストレートに２号認定保育料、結

局、同じ保育時間が保証されるわけですから、そのバランスをどう見るかということ

で、市の考えとしては、一時預かりについて市の独自に半額程度２分の１くらいまで

下がるように負担しようという考えです。したがって、Aと Bは基本的な１号認定の

標準の保育時間をベースにしていますが、Ｃの方はそれに預かり保育を考慮して負担

軽減を図ろうということでございます。Ｄの方は、これはあきる野の特徴だと思いま

すが、幼稚園というのは基本的に国ベースでは給食を食べることは前提にしていない

のです。４時間が終われば家に帰るということなのですが、私立幼稚園は実際５時間

なり場合によると６時間くらいは保育をやっていて、特にあきる野市の場合は基本的

に全ての私立幼稚園が給食を充実させていて、自園調理等をやっていて全員が給食を

受けていると、給食を食べない子が基本的にいないということでございますので、そ

の給食の負担をどう見るかということで給食費を無償化しようという考え方がＤ案
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かと思います。そういう意味では、まず、骨格となる所得に応じたご家庭の保育料負

担率では大きくＡとＢという２パターンがあります。基本の国のベースをいじるもの

と、いじらずに市の独自の補助で実質下げるという２案でございます。それにさらに

地方でも長時間保育を受けるのをどのように負担軽減するのか、あるいはみんなが食

べる給食をどのように負担軽減するのか、分けてお考えいただいた方が良いのかなと

思ってございますので、まずはご説明いただいたことについて、まず総論的にざっく

りと何かご意見ご質問があれば、お伺いしたいなというように思いますがいかがでし

ょうか。先ほどご説明があったように新しい制度になるわけですから、新しい制度に

移ったときに保護者負担が今までの制度より高くなるというのは基本的に好ましく

ないと思っているのですが、実際に、各園によって保育料が違うわけですが、あきる

野市の私立幼稚園の実質の保育料負担がいくらなのかということをお知らせいただ

いて合わせて何かご意見があればお伺いしたいと思います。 

 

 

委員 

 現在の実質支払い額ということで、たぶん多いところと少ないところでは月額で

４、５千円の差があると思いますので、その平均をとっているということですので、

もし今、通っている市内の幼稚園児の保護者で新制度に移って負担が増えるという

のはおかしいという議論をした場合には平均で比べるのではなく、一番安い保育料

の園と比べないと一番安い園が高くなるというのが事実になります。もし、保護者

の負担を増やさないというのであれば、一番安い園の保育料を参考にせざるを得な

いというのがひとつあります。 

 

 

委員長 

 実際に保護者の方が負担されているなど、そういう意味での平均額を知りたいで

す。 

 

 

委員 

例えば、給食費も月額定額でいただいている幼稚園と食数でいただいている幼稚

園がありまして、正確に比べられないとかいろいろありますので、若干の誤差はあ

るかも分かりませんが、ここで市が示されてる市内の平均の実質の支払い額という

のは、そういう意味では良い数字だと思います。 
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委員長 

 少なくとも平均値でいうと、ここに示されたどのパターンだろうと基本的には今

より高くはならないことであり、平均的にならないことでしょうか。 

 

 

委員 

 平均値はですね。ただ一番安い幼稚園は、平均値よりも２、３千円は安いという

のが一番安い幼稚園なので、そこよりは高くなるというのはあります。 

 

 

委員長 

 他にご意見はよろしいですか。今の保育料のこと以外で何かご意見があれば伺い

ます。 

 

 

委員 

 保護者負担軽減というものがありまして、実際、幼稚園の場合、保育料を３万円

払っても後から保護者に対する補助金ということでお金が戻ってきて、実質の負担

が減っているわけです。現在、就園奨励費補助金と保護者負担軽減費補助金と２種

類あります。このうち就園奨励費補助金というものは、今回、この制度の中に引か

れているので残りの東京都とあきる野市が足しているのが保護者負担軽減というの

で残っています。これをこの制度の本来の趣旨から言うと、全部を含めて A案のよ

うに市としては一本でやることが一番分かりやすいです。それから今の保護者負担

軽減の手続きですが、幼稚園も一人一人の園児から保護者のいろいろな書類を貰っ

て、それを市役所に出して市役所は保護者の一人一人に、１,０００人近くいるわけ

ですけど振込んだりとか、相当大変な事務量を背負っているわけです。ですから理

想的には、これも全て一緒に入れてやることで、保護者の方も分かりやすいし、幼

稚園も市役所も事務が相当減るということでプラスになります。ただし全ての園が

同時に子ども園に移行するのであれば、みんなが一緒になるわけですけど、来年度

あきる野の場合は、１園だけ認定子ども園に移行するということになっていますけ

ど、そこの幼稚園の保育料は、保護者負担軽減費補助金まで引かれていて、本来、

仮に３万円とすると、引かれて２万５千円と他の幼稚園は３万円ということで、そ

こだけ安いですねということになり、そういう保護者にとっても分かりにくい部分

があるということになります。それからもう一つ都内の各区市をいろいろ調べたの

ですが、本来、保護者負担軽減も一緒にするべきなのですが、現在の段階で一緒に

している区市は非常に少ないと思います。この西多摩地区の福生、羽村、青梅もそ

うですけど、まだ一緒にしているところはありません。というのも新制度に移行し

た幼稚園があきる野市も含めて一つもないので、出来ないということで、一緒にし
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ていないところの方が都内も多いです。ですからそれを先んじてやってしまうのが

良いのか、また、本来、都の方でこれら区市が一緒にやる方が良いというふうに決

めてやれば良いのですけど、都の方もまだ移行が進んでないので、決めかねている

ようです。今の時点でＡ案がありますけど、一挙にあきる野として保護者負担軽減

を入れるというのは理想ではあるのですが、時期尚早かなということは感じます。 

 

 

委員長 

 保護者代表ということでどうでしょうか。 

 

 

委員 

 支払う側として、２号認定の方が支払額が多いので良いのかなと一見思いがちな

のですが、夏休みや春休みなども結局、１号認定と２号認定で同じ料金を支払いま

すよね。でも１号認定の子はお休み、２号認定の子は同じ保育を受けられると、そ

こでたぶんお母さんたちの間で絶対に何か起きる気がするんですね。実際に都内で

認定子ども園に通っているお母さんたちの間では、１号と２号の子たちの間で、親

どうしでトラブルが起きていると聞いているので、そこがちょっとどうなのだろう

と思います。もう少し１号認定と２号認定の差を分かりやすくした方が、お母さん

たちも納得がいくのではないかなと思います。 

 

 

委員長 

 金額の高い安いは別として、考え方としてはいかがでしょうか。例えば A と B、

根本的な２つの考え方があるわけですけれども、保育料の所得に応じた金額そのも

のをいじるのか、それは一応、当面引き次いで、ただ実質的な保護者負担を下げる

ために市の補助金である保護者負担軽減補助をさらに加算で入れるという、この２

パターンですけど、この２つの考え方はいかがですか。 

 

 

委員 

 分かりやすいA案にしていただけると、すごく良いかなとは思うのですが、ただ、

後から市から返還してくるのをあてにしているお母さんもいらっしゃったので、後

からかえってくるからそれを何に使うって楽しみにしているお母さんも中にはいら

っしゃるので、どちらが良いのでしょうか。 
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委員長 

 ちなみに、市はもちろんですけど、各園も新制度を説明しなくてはいけないのは、

夏休み１か月休んでいるのにというお話でしたけど、考え方としては１年の総コス

トを１２で割っているだけの話で、８月いただかないのであれば、１１で割ります

と、そうすると、毎月若干増えるんですけど、そういう考えなので、そこはたぶん

園がちゃんと説明しなきゃいけないと私は思っていて、保育園は８月に通っている

ので保育料をもらうのは当然で、幼稚園お休みだからおかしいっていうけど、それ

は８月の保育料ではなくて年間を１２で割って払っているという考え方をご理解い

ただければ良いのかなと私は思っています。実際の考え方はそういう考え方です。 

 

 

委員 

 それをはっきりと認識していないお母さんたちがたぶん多いと思います。 

 

 

委員長 

 上手に説明してあげた方は良いですよね。 

 

 

委員 

私も A案も国基準ももっと変えてしまって、近隣の市とか他の都内の動向も大事

ですけど、あきる野市にはあきる野市の事情がありますし、子どもの数も違うし、

環境も違うし、独自であきる野市の事情に合わせて金額自体を変えていく方が望ま

しいと思います。あと、階層については、２号認定、保育園の保育料の階層はすご

く多いですよね。２４とかそのぐらいありますよね。でも１号認定の子は６段階で

す。それもちょっと少ないような気がして、そこでもやっぱり、階層の差が大きい

と差がいろいろ出てきてどこと帳尻合わせればいいのかで、また変わってしまうと

思うので、階層を増やすというのも一つの手かなとは思います。 

 

 

委員長 

 逆に減らすという考えもありますね。国はもうちょっと少ないです。 

 

 

委員 

保育園の方を減らすとか、階層の見直しというのもありではないでしょうか。 
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委員長 

 一方の２号認定を扱う側ですけど、いかがでしょうか。 

 

 

委員 

階層の話で言えば、先ほどの現状の幼稚園に通っている方と１号との間にあまり

差がないように、後は２号と３号の差が実質の幼稚園の負担額が１号になったこと

によって増えないようにと同じように現状の保育園の保護者からも聞きたいと思っ

ていますが、負担が増えるというのは、今回やってはいけないことだとは思うので、

階層が多いから少なくすることによって、上がらない方向になれば整理していくの

は良いのかなと思います。細かければ細かいほど良いというわけではないと思いま

す。 

 

 

委員長 

直接、保育園としては関係ないかもしれませんが、今回、いくつかパターンが出

てきた１号認定保育料についていかがですか。 

 

 

委員 

最終的に比べてくるのは、２号認定の保育料と１号認定の保育料の差の部分が一

番ポイントなのかなと思います。先ほど言ったように、月曜日から土曜日まで、夏

休みももちろんですけど、２号認定と時間が短くて土曜日も日曜日も休みだという

１号認定の保育料の差がどのレベルが適正なのか、それがさっきの１２分の１２な

のか、１１分の１２なのかみたいな、それも合わせて、どのくらいの差が、月々で

適正なのかというところが一番分かりやすい論点なのかなという気はしています。

ただ、現実問題、実際の負担で考えたときに保育園の場合、保護者の負担は本当に

保育料だけなんです。もちろんバスもないですし、冷暖房費もとりませんし、教材

費もとらないです。今の負担額、平均がありますが、それはそれ以上に他のお金も

かかるのですか。 

 

 

委員 

市で各幼稚園の諸経費を調べていただいているとおりです。たぶんここに出てこ

ないので、例えば遠足に行きましたとか、何か必要な用品を買いましたとか、実費

負担の部分が入ってないと思います。給食費とか冷暖房費とか教材費とか幼稚園に

は規則があり、保護者に負担していただく額はこの園の規則で決めており、募集要

項に書き出しているものは、これで全てですが、これ以外に若干あるのは事実です。 
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委員長 

少し補足します。今、実態として私立幼稚園というのは実費として、制服代であ

ったり遠足に行ったときとか、園バスを利用する子の場合はバス代であったりとい

う実際にかかる費用など実費をいただくケースと、それからこの幼稚園はかなり園

舎もデラックスに施設整備をしたので施設整備費を若干いただきますとか、３才以

上のクラスはより少人数で先生を増やして人件費をかけているので、ちょっとそこ

だけ上げますとか、いわゆる上乗せ徴収をやっているのですが、これ新制度におい

ても基本的に踏襲して、今日議論しているのは、あくまでも全部に共通する公定価

格の中での保護者負担をどうするかですけれども、実際に移行した私立幼稚園はそ

れに加えて、今までどおり制服代は実費でいただきますとか、バス代をいただきま

すとか、実費徴収は当然あるので、かつ上乗せ徴収も合理的な事情があった場合に

は、保護者に説明をして保護者に納得同意してもらうという前提で、プラスのお金

をいただくというに制度上なっています。したがって、その部分については、制度

もそれを認めているのもありますし、各園によってまったく事情が違いますので、

今日議論することから離して考えておけば良いとは思います。 

 

 

委員 

ちなみに２号認定に関しては同等ということですか。 

 

 

委員長 

例えば保育所が認定子ども園になれば、実費徴収、上乗せ徴収は可能です。 

 

 

委員 

２号認定の方たちに関しては実費徴収をできるということでしょうか。その辺が、

負担と一言で言うときに、実質負担というのがいろいろな保育園の場合はほぼない

ので、本当にこの保育料だけでやっていることになります。幼稚園の場合は本当に

園によって変わるということで、認定子ども園の場合も２号認定とはいえ、この金

額だけではなくなるということは同じわけではないですから。それを金額で親が選

ぶということも多少はあるかも知れませんし、園の教育方針などで選んでいくわけ

でしょうけれども、そこの部分がなんとなく保育園側からすると、そういう部分も

違う前提は当たり前のようにあります。幼稚園も全部同じではないですね。２号認

定さえも同じではないということが起きるわけです。そこで違うということが、そ

こでは認められているのに、今回、保育園と幼稚園、認定子ども園というところで

は、そろえないといけないという理論もなんとなく違和感があって、違っても良い

ということですよね。今の話だと。もちろん１号認定の実質負担額も違うわけです。
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２号認定さえも違います。同じ２号認定の保育園に入った子は一律みたいなところ

で、選択肢としてそれだけあるというだけの話で、負担金をそろえていかないと不

公平だというふうにはならないと思います。選択したから高くなったというだけの

感じなのかなという気もしないでもないです。 

 

 

委員長 

あくまでも公費ベースで共通項は共通項として、それ以外の特色も出したり、い

ろいろな条件についてはオプションで、たださっき申し上げたように今回はちゃん

と保護者に説明同意をとって、いわゆる事業事項説明書というものをちゃんと作っ

て、今までは園の募集要項にも書いてなかった数字でも基本的には実費分も上乗せ

分も全て書いて、特に上乗せ徴収については保護者に十分理解いただいて、サイン

していただいて、成立しますと、もちろん契約になるので、それはそれでありかな

というふうに思いますが、一方で同じように保育園側の保護者としていかがでしょ

うか。 

 

 

委員 

A 案、B 案に関しましては、A 案の方がシンプルなのかなというのと、月額思い

切り変わって安くなってる方が家計を月にやりくりする側としては良いのかなと、

後で返ってきても、もちろん、それをあてにするという方もいらっしゃるかもしれ

ないですけど、それが逆に負担になる方もいらっしゃると思います。そのプラス分

の年間まとめてもらう額を削るために、後できたので結局それを他でまかなって、

それが消えてしまうのだったら、シンプルに、うちらの給料は年収でいただいてい

るわけではなくて、月額でいただいていますので、だったら月額で安くなっている

方が生活一か月単位で生活費用いくら入れたり、食費いくら光熱費とかやっている

のだったら、A 案の方が実際問題生活に即しているのかなと思います。また、生活

保護とか非課税世帯というのがA案とC案の中では全く見られていないと思います。

そういうところにもあきる野市としては、受ける権利、そこで負い目をもたずにそ

ういう機会を平等に与えるべきということがあっても良いのではないかと思います。

給食費の４、５千円でさえも厳しい家庭のところに、それで本当は１号認定させた

いけど、その４、５千円を払えないから２号認定、２号認定が悪い言い方ではない

ですけど、そうすると２号認定だったらいけるではなくて、１号認定も選べる選択

肢を与えるという機会ではＤ案も必要なのかなと思います。１号認定と２号認定の

保育料の話が出ているのですけれど、選ぶものであったらその区別をつけるという

こと、区別をつける際にどういう意味の差なのかというところが理論的であったり、

例えば、一時預かりを何日以上だと２号認定の方が良いですよとか、というふうに

簡単な言い方をすると、では、我が家はそれよりも低いからここで安くいけるんだ
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なとか、我が家はそれ以上働いているから２号認定にしようかなというふうに考え

ることができるのかなという意味では、その１号認定と２号認定の保育料の差とい

うものを明確に示した方がそれを選ぶ際に選びやすいのではないかなと思います。 

 

 

委員長 

ちなみに給食費に関しては、事務局からご説明がありましたように、例えば B－

１をベースにＣ案を組み合わせることもできると思います。 

 

 

委員 

皆さんそれに関しては否定することはないと思うのですけど、でもその B案プラ

ス何かなのかという方向でいった方が良いのかなと思います。後、階層別に関して

は対象者の割合が６０％のところの８８０万円の推定年収のところ、そこをいかに

分けるのか、それともそこは同じなのかというのもそこもどういう考えでいくのか、

６割のところに対してどういうふうに考えるのかというのも必要なのかなと思いま

す。 

 

 

委員 

今回のこの案の中でも今の話でも給食費の４,５００円いうところが、補助金の対

象にならなくて残っているということで、市でいろいろな案をつくっていただいて

いるのですが、幼稚園の場合もですね、現在、保育料と給食費というのは、過去の

経緯もあって分けて各園で徴収しております。給食費は対象にならないということ

になっているのですが、あきる野の場合は全ての幼稚園が給食を行っているという

ことで、しかも６園のうち５園は自家製給食という日本でも珍しい地域だと思うの

ですね。給食室をもって作っているということです。幼稚園の給食費も全員が同じ

だけ食べて、月額として同じ額を納めていただいている場合は、保育料として中に

含めて徴収して良いわけですよね。ですから、今それをやると、あそこの保育料に

は給食費が入っているけど、ここは入っていないとかバラバラになってしまうので

すが、新制度に移行するときにその幼稚園が給食費を保育料に含めるようにすれば、

全て対象になるので、この４,５００円という数字はここには出てこなくなります。

この問題は解決できるという可能性があるということを参考に伝えます。 

 

 

委員長 

保育料とまぜてトータルで保護者負担をいただくというのは良いのですが、本来

は当然内訳を示して、ここが保育料で、これが給食費ですよと、もともとの経過で
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いうと最初、幼稚園の場合、給食に消費税をかけるという話があったのですね。消

費税がかけるものと保育料は基本的にかからないものと、合算してはダメという、

もともとそういう話もあって、今は消費税はかからないです。だから一緒にしても

消費税という意味では不具合は生じないのですが、本来であれば総額は総額としな

がらも当然保育料と給食費というのは明示して分けなければいけないということが、

私はそれがスジだと思っています。込み込みではなくて、仮に全部やっていたとし

てもです。もう一つは、先ほどおっしゃったことですが、２号と比較をすると、２

号認定は本来であれば主食費を負担しなければいけないのですが、都の補助がある

のでタダになっているのですが、本来、利用者負担が２号も若干発生していること

です。しかし、それは当然のことながら生活保護世帯等については負担しなくて良

いということで、この C 案のような発想がそもそも入っているので、東京の場合、

東京都あきる野市がいろいろ補助金があって国の平均的な姿と大分違うので比較が

難しいのですが、原理原則の考えからいうと当然、全園が給食を行っていて、しか

も自園調理でということであれば、より低所得家庭に対する給食費の配慮というの

は当然これはあって良いことだろうと私は思います。その辺はもう少しご議論いた

だきたいと思います。 

 

 

委員 

給食費とか、はっきりと分かりやすいのが良いと思いました。ただ、給食費で全

体を見ることはできないので、何をどのように比べたら分かりやすいのか悩みます。 

 

 

委員 

それぞれ皆さんのおっしゃっていることは、すごくよく分かるところです。ただ、

いつまでというのはないですが、今後ずっと運用していくということを考えるとで

きるだけシンプルにした方がうまく循環していきやすいですし、何か対応が必要に

なったときも変化を加えやすいのではないかと思います。まとめられるのであれば、

A 案の形でまとめられる方がベターではあるかなと思います。現時点での率直な感

想です。ちょっと感じたのは、ここで金額をいくらにするかみたいな話が出ている

一方で、その金額をどういうふうに設定したかとか、その金額についてどういうふ

うに保護者の方々にアナウンスをするか、みたいな議論がけっこう出ていた気がす

るのですけど、金額を設定するということと、それをどういうふうに伝えるかとい

うことを１回切り分けて議論して、金額を決めてから、ではそれをきちんと保護者

に伝えるためにはどうしたら良いのかということを後でまた話し合うようにした方

がスムーズにいくと思います。あとは、１号、２号の差がどれぐらいが適正なのか

とか、どこに基準を合わせるかというのも、この金額設定を何のためにするか、そ

の目的というところを委員のメンバーできちんと共有しておかないと金額設定の意
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図がずれていってしまう可能性があるのではないかなというところが、若干、気に

なったところです。 

 

 

委員長 

今おっしゃっていただいたように少し大きい考え方をまず基本的に整理して、今

日で終わりではなくて、基本を整理した上で、次回以降、もう少し具体的な話にな

ろうかと思いますので、まず大きく分かれるのは、Aと Bという基本的な考えが２

種類ある。それから Cと Dについては少しオプション的な発想ですので、これはち

ょっと後で議論したいと思います。Aか Bかということで、お聞きしている限りで

は Aがやや多いかなという印象を受けています。私も個人的には Aが一番シンプル

で良いと思っているのですが、その際にもう一つ考えなければいけないのが、先ほ

ど事務局からありましたが、今後、幼児教育の無償化が進んでいくと、国ベースが

かなり動いてくるという可能性があります。それから新制度の事業計画は平成２７

年度から３１年度までで、おそらく来年度ぐらいからこの会議で次の５年計画の議

論を始めなければいけないと、それで、国の公定価格はおそらくお金のベースの話

が少し動いてくると思いますので、３２年度からの５か年計画をあきる野市として

も当然策定するわけですが、そこでは国ベースそのものもかなり動いて、これもま

たもう一回議論しなければいけないということです。一方で、あきる野市では今回

１園ですけど、かりに大半の園が移行するには２、３年ぐらいかかるかも分かりま

せん。今の計画の終わりぐらいかも分かりません。一番大事なのは基本的に大半の

園が新制度に移行して１号認定が本当に適用されるとなった場合のきちんとした保

育料設定を考えなければいけないなどいろいろ考えると、A 案が当然シンプルで一

番分かりやすいのですが、ただ A案にすると、またいろいろと二重三重にいじって

いかなければいけないということになります。そしてこのあきる野市のこの会議と

いうのは、非常に全国でも珍しいのですが、利用者負担額について、市長から諮問

をいただいて答申をするということで、この会議にかなりの重みというか、権限が

ありますので、当然そのたびにきちっと手順を踏まなければいけないことになりま

す。毎年のように議論して修正するという部分も当然配慮しなければいけないだろ

うことになります。我々議論するのは簡単なのですが、今度は市の中で、財政当局

といろんな厳しいやり取りをしなければいけないことになります。そういったいろ

いろなことを総合的に考えなければいけないということで、そのスパッとキレイな

答えがなかなか出しにくいのですが、そういう事情も含みつつ、つまり今回ですべ

て終わりということではなく、今後、恐らくかなりの頻度で、この２、３年の間に、

この問題をもう一回、国も動いてしまうということも含めて議論をすることです。

そうするとある意味は少し２、３年で落ち着いたところできちっとした基本線であ

る理念を踏まえて定めるという考え方もあるのかなと思います。今はいろんな動き

に対してこう補助金的にもなんでもうまく、実質の保義者負担をある程度リーズナ
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ブルにできれば良いのかなと思います。先ほどご意見があったように数字上の分か

りやすい分かりにくいというのもあるのですが、これは市もそうだし各園もそうだ

と思いますが、先ほどの８月分の問題も含めて保護者に対して、後から補助金で戻

るケースと最初から引かれているケースがあるにしても、実質本当の正味のご家庭

の負担がこうなりますよという説明をきちっとやることの方が大事ではないかなと

思います。保護者にもいろいろなお考えがあると思いますが、正味の負担が後から

戻るにしろ、戻らないにしろ、少なくとも今までよりはこれだけ軽減されています

というようなことも合わせてやらないと、金額だけの問題ではなくて、利用者に納

得をしていただくということが、最も重要かなと思っていますが、そういうことも

含めていかがでしょうか。次回もありますので、今日決める話でもありませんが、

何か次回につながるようなご意見をいただけるとありがたいです。 

 

 

副委員長 

いろいろ問題点が出たと思いますが、やっぱり委員長のおっしゃるように予算の

からむことですので、例えば A 案のなかでも利用者負担の割合が８０％、７０％、

６０％まで出ていますが、５０％にできるのかなど、市の財政もございますので、

その辺をちょっと考えると、どのくらいまで補助できるのでしょうか。 

 

 

事務局 

 A 案というのは、差額をすべてあきる野市が負担するという形になります。それ

で B案につきまして、この補助額の増額ということになりますけども、市の負担を

増やすには違いありませんが、その中には東京都の補助金も含まれています。東京

都の補助金と市の補助金の合算分を保護者の方に補助金としてお支払いしますので、

同じ増やすにしても、東京都のお金が入っているケースと、市が A案の全て１００%

負担しなければいけない場合というのは財政的には大きく違います。２号の保育料

というのは長い時間をかけて国の基準から少しずつ下げてきたという経緯があって、

今の金額、５割から６割の間くらいの保護者負担になっているのですが、これを理

屈上分かるのですが幼稚園もまったく同じに合わせるとなると、これは非常に大変

なことなので、今まで長年積上げてきて段階的に下げてきたものと、一気に下げて

しまうというのは財政的にも非常に負担が大きいというところが正直ございます。

したがって、保育時間の差もありますし、その差のバランスをとるというのは必要

ですが、一気に合わせるのは非常に難しいというところだけはご理解いただきたい

と思います。 
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委員長 

ただこれも将来的なことを申し上げると、都をベースとした保護者負担軽減補助

も、いつまでこんな形が続くのか自体が実は私には良く分からないです。これは元々、

私立幼稚園の保護者負軽減でスタートしています。これは幼児教育の無償化が実現

すると、そもそも無償になったところにさらに補助を出すというのはありえなくな

るので、これ自体もどうなるのかなと思います。まずは、私立幼稚園の１園が認定

子ども園になって、たちどころに数十人のお子さんが１号認定を適用しなくてはい

けないという現実的な問題を少し踏まえながら保育料を検討していく必要があると

思います。次回またお願いしたいと思います。残りの時間でもう一点だけ、先ほど

ご意見をいただきましたけど、Ｃの給食費の基本的な考え方をどうするのかという

ことと、今まで１号認定の４時間標準の話をベースにしましたけれども、D の考え

は幼稚園が預かり保育園をやって２号認定並みの長時間保育をやったときの負担と

２号認定の負担のバランスをどう考えるのかという、この Cと D案は A、B案と全

然違う考えになりますので、今日、これについて少しご意見をいただいておければ

と思います。次回またその辺について、もう少し具体的に議論したいと思います。 

 

 

委員 

Ｄ案の考え方、一時預かりとか新しい制度は現に幼稚園はまだ実施していないと

いうことで、分かりにくいかと思います。今も預かり保育を全然利用しない子ども

もいます。それから、毎日保育園と同じように１１時間近く夏休み冬休みも幼稚園

で預かっているお子さんもいます。幼稚園によってお金の集金の仕方は違いますが、

たぶん保育園と同じ程度、使っている方に対して、うちの幼稚園では月額１３,００

０円ということでプラスで全部使えますよというふうにしています。そうすると、

今、１号と２号の保育料を比べていますが、１号でプラス１３,０００円を支払った

人が、２号より高いのでは、同じ認定こども園に来ても意味がないということにな

り、そういう方は２号に移ると思います。では、そこまでは利用しないが、ある程

度預かり保育を利用している人と１１時間利用している人と比べた時に、１１時間

利用している方が安いとなると、おかしくなるので、ここで案が出ていますが、実

際、それぞれの幼稚園で預かり保育に要する経費がどのくらいかかっていて、保護

者から見て、まったく仕事をして利用している人は２号に移れば良いのですが、そ

うでない中間で利用している人で、このくらいの利用だったら１号で使っても良い

けど、これ以上利用するなら２号の方が良いという、その辺のところはもう一度精

査する必要があると思います。 
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委員長 

おそらく園にとっては利用者負担もそうですが、今、私立幼稚園で私学助成の中

で預かり保育の補助が若干入っていると思います。これが新制度に移行して一時預

かり幼稚園型になると市から違う形の補助金がでると思います。園からすると補助

金収入が多いか少ないかによっても料金設定に影響を受けますので、このことも踏

まえて１回データ的なものを整理していただいた方が良いかと思います。一番大事

なことは、ご負担いただく家庭にとって、どうなのかという目安が分かると議論し

やすいと思います。 

 

 

委員 

今の話で行くと、結果的にはお金の話になってしまうかもしれませんが、認定の

基準という部分が、何時間働いたら２号という話があると思います。２号であれば

保育園に行けばいいし、そうすると１１時間預かってもらえることになります。保

育園の中でも標準時間と短時間に別れています。その２号の短時間の条件と、１号

で２号の条件は取れないけれども、限りなく２号に近い方の話だと思います。認定

との絡みもあるので、そこの整理とお金の話は別になってしまいますので、分けて

考えた方が良いと思います。 

 

 

委員 

お金だけではなくて、１号と２号になると、もっと深刻な問題が出てきます。そ

れは希望する幼稚園に入れるかという問題です。今、あきる野市の子どもの数と定

員でどうかというのは分かりませんが、２号で申請する場合は、市に申し込んで、

市で割り振ることになると思います。そうすると、本来、フルタイムで仕事をして

いて２号であるべきですが、自分の希望する幼稚園に入れない人は１号のまま申し

込むということもあります。私立幼稚園の場合は、１１月１日に申し込んで、そこ

で受け付けてもらえますが、２号だと市で受け付けることになり、１月、２月にな

らないと幼稚園が決まらないということになると、親はそれを避けますので、お金

だけの問題ではなくて、１号と２号の利用調整の問題もあることを認識していただ

きたいと思います。 

 

 

委員長 

２号、３号の利用調整、認定こども園の場合は、明らかに待機児童がいないとい

うことであれば、第１希望を優先に利用できるということを国も方針を示している

ので、これはまた別途、この会議で議論しなければいけないと思います。今日は、

いろいろとご意見が出ましたので、改めてその意見を事務局の方で簡潔に整理して
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いただいて、次回の会議までにお示しいただきたいと思います。また、事務局とし

ての基本的な考え方も出していいただいて、次回の会議では踏み込んだ議論ができ

ればと思います。 

 

 

    イ 乳幼児一時預かり事業について 

      事務局から資料に基づき説明が行われた。 

 

 

委員 

現行の一時預かりの申請は市役所で行っていますが、新しい一時預かりについて

も同じですか。 

 

 

事務局 

今度、あきる野ルピアに子ども家庭支援センターに事業を担当する部署ができる

予定ですので、そこの部署が担当として受付をさせていただく予定です。 

 

 

委員 

現行の一時預かりについても同じですか。 

 

 

事務局 

現行の一時預かりにつきましては、保育所と連携して行っていく必要があります

ので、受付については、現在検討しております。新しい事業につきましては、ルピ

アで受付します。 

 

 

委員 

何でこの質問をしたかというと、結構、ニーズの違いとか、時間の違いというと

ころで、使う側のお母さんたちにしてみると、使い分けられるかなという気がして

います。どこか１か所で受付ができた方がニーズに合わせてワンストップで受付が

できるという気がしています。１か所でコーディネートできると良いと思います。 

 

 

委員長 

受け入れ人数は、何人ですか。 
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事務局 

スタートする段階では、１単位５人、３単位ですと１５人を予定しています。 

 

 

委員長 

これは予約制ですか。 

 

 

事務局 

予約制です。事前に登録をしておいていただいて、面接等をした上で使っていた

だく予定です。 

 

 

委員長 

そうすると何日前なのか分かりませんが、リフレッシュの支援に特化したという

ことですが、緊急一時はここでは対応しないということでしょうか。 

 

 

事務局 

そうですね。ただ、余裕があったり、子ども家庭支援センターの中で受付を行い

ますので、緊急の場合には、対応ができる範囲でできると思います。 

 

 

委員 

複数単位を申し込むことは可能でしょうか。例えば、３単位をすべて予約するこ

とも可能なのでしょうか。 

 

 

事務局 

可能だと考えています。 

 

 

委員長 

１単位３時間の場合、１単位２時間の場合とありますが、組み合わせでやるので

すか、それともどちらかでやるのですか。 
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事務局 

どちらかにしたいと考えています。今までの一時預かり事業というのが、８時間

の中で好きな時間を選べたのですが、それは保育所のご協力の中で行っていました

が、ルピアの一時預かりは１か所ということで、希望の時間となると昼間の時間に

集中してしまうということも考えられますので、できれば単位で有効に使っていた

だけるような事業にしていきたいと考えています。 

 

 

委員長 

今までの利用実態で平均的に何時間ぐらい利用されているというデータはあるの

でしょうか。 

 

 

事務局 

４時間以内と４時間以上とありますが、４８％と５２％でしたので、そんなに差

はありません。預けるのが５時間でよくても８時間の費用を支払うということで、

そこまで利用される方もいらっしゃったと思います。 

 

 

委員長 

これは１日６時間ですよね。 

 

 

事務局 

そうです。 

 

 

委員長 

１単位１時間にした方が分かりやすいのではないでしょうか。１単位３時間にす

ると、私はリフレッシュは２時間で十分だけど、３時間分の１,５００円を払ってい

るから３時間利用しようということもありえると思います。ＩＣＴ化できてマッチ

ングできれば、皆さんが利用している中で、２時間空いていればそこを利用したい

という場合もあるのではないか。そうすれば延べ利用人数が増えるのではないかと

考えています。単位時間を長くしてしまうと、どうしても払った以上はなるべく使

おうという傾向が出てくるので、その辺の設定をどうするのかという議論も必要だ

と思います。 
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事務局 

１時間というご意見も前にいただいたことがありますが、１時間だとリフレッシ

ュはきついというところがありまして、また、１時間ごとの受付となると事務的に

も煩雑になりますので、リフレッシュするのに２時間ぐらいはかかるのかなという

ところで単位を２時間にした方が良いのか、３時間にした方が良いのかというとこ

ろの案を出させていただきました。 

 

 

委員長 

将来的には、ＩＴＣ化をしてやる方がトラブルは少ないのかなと思います。 

 

 

委員 

１０時から４時まで利用することは可能なのでしょうか。 

 

 

事務局 

可能です。 

 

 

委員 

お弁当などを持参で、主な年齢層は６か月から年少前の２歳までだと思いますが、

今の話ですとお母さんのリフレッシュに特化しているということですが、その子ど

もたちにどんなメリットがあるのかというところも加えられると、また変わってく

ると思います。子どもに対して、そこにどういう関わりをしますよというのがある

と、また、利用者にとっては変わってくるのかなと思います。０才だったら１対１

で抱っこして愛情を注ぎますよとか、２歳ぐらいになると２歳の子がやりたいよう

な遊びがいっぱいありますよか、例えば、発達に応じた関わりができるということ

を打ち出すと、利用者も安心して預けられるのかなと思います。母親だけに特化し

ないで、利用することによって子どもにとっても発達上、良いことがありますよと

謳うべきだと思います。子どもは時間を持て余していれば良いという考え方にはな

ってほしくないし、成長を促す方向にいった方が良いのかなと思います。 

 

 

委員長 

一般的な利用者というのは、通常３歳以上は、ほぼ幼稚園か保育園に通っていま

すから、基本的には在宅子育て家庭が圧倒的に多いと思います。そうすると子ども

自体がいろいろな交流がなかったりとか、お母さんも孤立したりなど、特性がある
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ので、せっかく整備するのであれば、母親も子どもも含めて、もう少し付加価値を

付けられるとより良いかなと思います。検討していただければと思います。 

 

 

委員 

アレルギーを持っているお子さんの受け入れはされる予定でしょうか。 

 

 

事務局 

事前に面接等をさせていただいた中でのご利用となります。市の方から食べ物を

提供するということはないので、大丈夫だと思います。 

 

 

委員 

０歳児から１歳児までの子どもはおもちゃを口に入れてしまうこともあります。

他の子は大丈夫でも、アレルギーを持っている子はそれを舐めただけで出てしまう

子は出てしまいます。でもそういったお子さんのいるお母さんもリフレッシュした

いと思いますが、そういったお母さんのお子さんを預かるのは難しいのでしょうか。 

 

 

事務局 

この事業につきましては、子育てひろばもそうですが、手厚く保育士が１対１で

対応できるような形にしたりとか、また、１階の子育てひろばにつきましても、消

毒等を１時間以上行ってから子どもたちを迎えるような形で行っています。その辺

は十分に配慮してやっていますのでアレルギーのあるお子さんがいて、日々奮闘し

ているお母さんのリフレッシュというところもあると思います。 

 

 

委員 

ルピアの一時預かりについては、預ける前に面談をすると言っていますが、育児

疲れでリフレッシュしたいと思うときは、結構、突発的なことが多いです。予約が

できないものなので、その日にすぐ預けられる枠が一つでもあると良いと思います。 

 

 

事務局 

登録を事前にしていて、当日空いていれば利用することは可能なのかなと思いま

す。リフレッシュに特化したというのは、虐待につながらないような支援というと

ころを考えている部分もありますので、その辺は考えていきたいと思います。 



21 

 

委員長 

将来的には先ほどご説明のありましたウェブサイトとかアプリとリンクして、急

にキャンセルが出た場合などにリアルタイムでアプリを見て、預けることができる

ようになると非常に利便性が高くなると思います。アプリなどでＩＣＴ化してしま

えば、コスト面でも人手の面でも助かると思います。そういうことも検討していた

だければと思います。 

 

 

事務局 

以前、会議の中で何かあったときに、すぐ電話できればというご意見をいただい

て、委員長からも冷蔵庫などにちょっと貼れるものがあって、そこに電話をすれば

話を聞いてくれるみたいな、そういった物があればというお話がありましたので、

今年度準備を進めております。 

 

 

委員 

３か月健診等があるときに、例えば、一時預かりがあるので前もって面接をして

おけば、すぐに預けることができますと伝えていけば、どんどん広がるのかなと思

います。 

 

 

委員 

子育てひろばを何回か利用していて、親子の様子が分かっている人がアプリで空

いたところを利用できるようになればと思います。子育てひろばと併設するわけで

すから、親子と担当者がお互いのことを分かる関係を築いた上で預かるのが前提だ

と思いますので、素晴らしことだなと思います。そこに便利なアプリが入っていけ

ば、１時間単位ぐらいで利用できた方が使いやすいのかなと思います。 

 

 

委員長 

他の区市町村があきる野市に視察に来るようなものにしていただければと思いま

す。 

 

 

    ウ その他 

（放課後子ども教室の新規開設と進捗状況、病児病後児保育事業の進捗状況、 

利用者負担額について） 

      事務局から説明が行われた。    



22 

 

委員長 

 次回会議では、１号認定の利用者負担額について、もう一つ踏み込んだ議論をし

ていただければと思います。今日のデータを踏まえて、少しいろいろと考えておい

ていただけると良いのかなと思います。 

 

 

（５） 閉会 

 

 

以 上 

 

 


