
第２９回伊勢原市子ども・子育て会議 書面開催の結果について 

 

１ 開催期間 令和３年１月２９日（金）～令和３年２月１９日（金） 

２ 開催方法 書面開催 

３ 出 席 者 宮川委員、田中委員、庄司委員、小山委員、萩原委員、井田委員、安武委員、 

大田委員、櫻井委員、川島委員、菅野委員、青木委員、魚見委員 

４ 議  題 

【議題１】平成３１年度実績 教育・保育の「量の見込み」と「確保量」について 

【議題２】平成３１年度実績 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と 

「確保量」について 

【議題３】平成３１年度実績 個別事業評価について 

【議題４】市が認可する小規模保育施設の利用定員の変更と令和３年４月１日の 

利用定員について 

【議題５】全体を通して 

５ 送付資料  

・議題１   教育・保育の量の見込みと提供体制の状況について 

・議題１資料 伊勢原市における保育所等待機児童の状況 

・議題２   平成３１年度実績 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」 

と「確保量」 

・議題３   伊勢原市子ども・子育て支援事業計画（平成３１年度事業評価） 

・議題４   令和３年度利用定員の設定・変更 

・議題４資料 教育・保育提供量 

 ６ 意見回答  

書面開催により御意見等をいただき、事務局から回答を行った内容は、次のとおり。 

 

  



＜意見回答＞ 

【議題１】平成３１年度実績 教育・保育の「量の見込み」と「確保量」について 

 意見等 事務局回答 

１ 
保育士の確保について、近隣

の市が実施しているような保育

士等への直接的な助成や補助

を、今後市として行う計画はあ

るのでしょうか？ 

伊勢原市では、保育士等への直接的な助成として、

国庫補助を活用し、事業者が保育士等の宿舎を借り上

げる場合に費用の一部を補助する宿舎借り上げ支援

補助を実施していますが、県内では保育士を優先的に

確保するため、市独自の補助制度を制定し、保育士確

保を行っている事例があります。 

近隣では、新たな人材の確保や離職防止のため、認

可保育所や小規模保育施設に就労している保育士等

に一人年額６万円の支給を実施している市もありま

すが、より高い金額を助成する市町村が現れた場合、

その市町村に保育士が流れてしまうなど、価格競争に

なることから、現金による直接的な助成や補助を行う

考えはありません。 

２ 
保育士側からみて、魅力的で

働きたいと思う施設、条件とは

どんなものなのでしょうか？ 

他の業種に比較し、収入を多くすることで保育士と

いう職業の魅力を上げる方策と、就業時間や休暇など

働きやすい労働環境を整備することにより魅力を上

げる方策があると考えています。 

保育士の給与に上乗せして補助を行う方法につい

ては、金額で他市よりも魅力を持たせるためには、財

政的に厳しいこと、他市との価格競争になることか

ら、本市では実施していません。 

施設で働く保育士が減少すると、土曜日勤務のシフ

トが増えたり、やめた保育士の仕事を残った保育士が

負担しなければならなくなります。定年退職や途中退

職による職員の減を新卒等の保育士で補充しきれな

い状況が、現在の問題であることから、業務のＩＣＴ

化等により、保育士の業務負担を軽減する事が必要と

考えます。 

こうしたことから、本市では、保育所のＩＣＴ化を

促進する補助や、保育士の周辺業務を支援する保育士

資格を持たない職員を雇用するための補助等を実施

することで業務負担を軽減し、就労環境を充実できる

よう支援するほか、市外の保育士でも、伊勢原で働き

やすいよう、職員宿舎の借り上げを行うための補助を

行っています。 
 
 



 
 

３ 
前回の量の見込みは国や県か

らの指示で、実現性が厳しくて

も、ニーズ充足値を計画せざる

を得ない状況であったと思いま

すが、次期については保育士確

保が困難である実情から、現実

的な目標設定にできないものか

と思います。国や県からの指針

で難しい場合には、別資料でも

良いので保育士が何人（もしく

は何時間分）不足していて、今年

度〇人増やすなど、別の枠組み

での目標管理があっても良いか

と思います。 

実際には、児童の発達の度合いや特別な支援の有無

などで、保育士の数と施設の受け入れ可能人数は一律

には算出できるものではないかと思いますが、各施設

で定員どおりの受け入れを行うために求められる、配

置基準上の保育士数を算定するなど、どのような数値

を算出できるか、次年度に向け検討いたします。 

４ 
保育士、保育教諭の確保のた

め、保育園現役の職員等とも連

携し、資格を保持していて現在

は家庭にいるなどの人材の発掘

をすすめることも検討出来るの

ではないでしょうか。 

保育所や認定こども園の集まりにおいて、御意見を

伝えていきます。 

５ 
保育士や保育教諭等の職員不

足は、大きな課題です。他自治体

の取り組みも参考にしながら、

引き続き、職員不足解消に向け

て、積極的な取り組みをお願い

します。 

御意見のとおり、引き続き取り組みを進めていきま

す。 

 

 

  



【議題２】平成３１年度実績 地域子ども・子育て支援事業「量の見込み」と 

「確保量」について 

 意見等 事務局回答 

（１）利用者支援事業について 

６ 
利用者支援事業について、実

施状況をみますと、平成３０年

度から大幅に件数が増えていま

す。特に１２月と１月の件数増

加が顕著なように感じました。

利用者増がどのような要因で生

じているのか、月によって相談

ニーズが異なるのかを分析する

ことにより、より一人一人の状

況に応じた利用者支援事業とな

ると考えられます。 

新年度の保育所等の受付を１１月に行うことから、

毎年１０月、１１月は入所に関する相談件数が増加し

ます。 

平成３０年度と平成３１年度では、事業の実施方法

について大きな変更は行っていませんが、３１年度は

新たに子育て支援センター等の施設内に事業ポスタ

ーを掲示したり、母子手帳を発行する際に併せて保育

所等の相談を開始するなど、毎年少しずつではありま

すが、事業周知の方法や、相談の場を増やしてきたこ

とで、事業の認知度が高まり、相談件数が増加してい

るのではないかと考えています。 

３１年度は、世帯毎の働き方や家庭環境に関連した

相談のほか、一時預かり事業に関する相談が増えまし

た。一時預かりは、保育士不足から、従来どおりの預

かりができない施設が生じており、他の施設やサービ

スを紹介するなどの支援を行いました。 

今後も保護者一人一人の状況に応じた適切な相談・

支援を実施できるよう、引き続き相談しやすい体制を

整えていきます。 

（２）一時預かり事業について 

７ 
保育所等における一時預かり

の【今後の課題等】で、保育士確

保の難しさから保育士の配置に

余裕がない状況が示されていま

す。関連する議題 3-19 の事業評

価の今後の課題では「・・・、公

立保育所の一時預かりの必要性

について検討します。」とありま

すが、どのような意味なのかお

教えください。 

保育士不足から、一時預かりを担当していた職員

が、通常保育の職員に配置されることから、不定期な

利用となる一時預かり事業について、受け入れが難し

い施設が生じています。 

一方で公立保育所は、その立地等から、定員に余裕

があるため、保育室と保育士配置の一部を活用するこ

とで、預かりが必要な家庭に対応できるようにするも

のです。 

 
 
 
 
 



 
 

８ 
就園後に１号認定の保護者が

短時間の就労を希望し、いわゆ

る新２号になるケースがある

が、２号認定の利用状況を考え

ると、あまり量の拡充は見込め

ないと考えています。 

１号認定の子どもが利用する一時預かり（幼稚園

型）は、幼稚園利用者の放課後の預かり保育サービス

です。 

御指摘のとおり、２号認定のニーズについては、現

状でほぼ充足しており、新２号認定による一時預かり

（幼稚園型）のニーズについては、第２期計画で減少

する見込みで策定しています。 

（３）放課後児童健全育成事業について 

９ 
コロナ禍で失業者が多くいる

今は、支援員確保の大きなチャ

ンスだと思うので、より一層尽

力されてはどうでしょうか。 

市の児童コミュニティクラブにおいても、支援員を

募集するチャンスとして周知していきたいと思いま

す。 

１０ 
平成３１年度の取り組み内容

において、小学校と調整を行い

実施場所の拡充を図ったと記さ

れています。小学校側とどのよ

うな調整を行った結果、実施場

所の拡充にいたったのか、明確

に記しておくことで、今後の取

り組みの参考になると思いま

す。 

計画の事業結果資料としては、ホームページに掲載

し公表することから、結果を端的に記載するかたちと

なっていますことを御了承ください。 

１１ 
年々利用希望者が増加傾向と

のことだが、検温や密を防ぐコ

ロナの対応も今後しばらくは必

要になることが予想され、単な

る教室や支援員の確保を課題と

するだけではすまない傾向と感

じる。民間事業者の活用を拡大

するなど、抜本的な見直しが必

要なのではないか。 

利用希望者の増加については、既存クラブにおいて

支援員の確保が課題となっていることから、御意見の

とおり民間事業者による受け入れ枠の拡大も必要で

す。事業者の公募等に向けた検討を進めていきたいと

考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

（４）延長保育事業について 

１２ 
事業概要が昨今の働き方改革

と逆行している表現になってい

る点が気になりました。 

次期計画においても、「保護者の就労形態の多様化、

通勤時間や就労時間の長時間化に伴う保育ニーズに

対応するため、保育所等に在園する児童を通常の保育

時間を延長して保育する事業です」としていますが、

新型コロナウイルス感染症のまん延に伴いテレワー

クや時短勤務がうたわれはじめ、御指摘のとおり状況

が変わってきたと思います。 

新型コロナウイルス感染症により、私たちの生活は

大きな変化を迎えています。今後、感染症が収束した

状況下でどのような社会になっているかを踏まえ、次

年度に向けてよりふさわしい表現を検討していきた

いと思います。 

（５）地域子育て支援事業について 
意見等なし 

（６）多様な主体の参入を促進する事業について 

１３ 
伊勢原市の子ども・子育て環

境を全体的に見つめ、伊勢原市

らしさを求め、子どもを育てや

すく、楽しみある環境作りが必

要であると考えます。 

御意見のとおり、国の補助制度の内容を見据えなが

ら、本市にとって必要な取り組みを検討していきま

す。 

（７）全体として 

１４ 
子育て支援事業の充実のため

に様々な取組がある中、人材育

成と確保が重要であると感じま

した。 

子育て支援は、施設整備等のハードだけでなく、支

援を実施していただく人材が何よりも重要です。保育

士不足だけでなく、ざまざまな事業で支援を実施して

いただく方々が活動しやすく、よりよい支援を提供で

きるよう、行政として支えていきたいと思います。 

１５ 
養育支援については、虐待防

止という観点からも、多方面か

らの情報が必要であると感じま

す。 

様々な子育て支援事業を通し、虐待の早期発見につ

なげ、虐待の防止をはかることが子どもの健やかな育

ちを支えるため、欠かすことができない要件となって

います。 

御意見のとおり、本市においても県児童相談所や要

保護児童対策協議会等の組織と連携し、教育・保育施

設や子育て支援事業者からの御協力をいただきなが

ら、虐待防止に努めています。 

 

 

 



【議題３】平成３１年度実績 個別事業評価 

 意見等 事務局回答 

１６ 
【認定こども園の推進につい

て】の事業について、市内の幼稚

園に関しては、ほぼ認定こども

園へ移行していますが、今後、こ

の事業そのものはなくなると考

えてよろしいのでしょうか？ 

令和２から６年度を計画期間とする第２期子ども・

子育て支援事業計画では、事業内容を「認定こども園

の普及・促進を図ります」から、「認定こども園を安定

的に継続して運営できるよう支援します」に改め、継

続して掲載しています。 

１７ 
中学生に多い問題（特別な支

援が必要、問題行動を起こす等）

について、悩んでいる親に対す

る市からのサポートが手薄だと

思います。こうした問題につい

ては、中学校だけが対応にあた

るのではなく、市も協力して、例

えば保護者に対して専門的なカ

ウンセラーや支援員を派遣し、

対応にあたるなど、新たな施策

を検討することが必要だと思い

ます。 

中学生の抱える問題については、教育センターにお

ける教育相談事業や特別支援事業において、支援や配

慮が必要な児童生徒やその保護者に対し、就学前から

小学校、小学校から中学校と切れ目ない支援を行って

います。具体的には、心理や福祉の専門家が来所や電

話、訪問による相談を受けたり、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーを配置したりする

ほか、指導主事による就学相談の実施です。これらは

相談者の了解を得ながら、学校と情報を共有して取り

組んでいます。 

今後も、問題の未然防止、早期発見及び支援・対応

等の取組を継続して行っていきます。 

１８ 
【61 健康診査未受診者への

指導(家庭訪問)】について、事業

の目的は「受診勧奨をすること」

になっており、その意味では

100％実施となっていますが、本

来はその結果「実際に受診に結

び付けること」であるはずです。

その意味で、受診勧奨をして受

診に結び付いた件数を載せたほ

うがよいのではと思います。 

「健康診査未受診者への指導（家庭訪問）」は、市

の集団検診を受けていない家庭に保健師が訪問をし、

子どもの確認や保護者に直接お会いし、健診の意義等

を御説明し、受診を勧奨することを目的としていま

す。 

訪問により、受診に至らない御事情を把握し、個別

の支援につないでいくことができるため、未受診者宅

の訪問が重要であり、その件数を事業の目的の指標と

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

その他 

１９ 基本理念に沿った支援事業が細かく計画されていることがわかりました。 

２０ 
新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、中止にせざるを得ず、評価が低くなった事業

があったと思います。これらの事業については、ニーズがなくなったというものではな

いと思いますので、実施方法を模索しながら、引き続き、必要な事業を行っていってい

ただければと思います。 

 

 

【議題４】市が認可する小規模保育施設の利用定員の変更と令和３年４月１日の 

利用定員について 

 意見等 事務局回答 

２１ 
利用定員の満３歳と３歳の違

いがわかりません。 

１号認定の定員区分の中で、満３歳と３歳を記載し

ているものについての質問です。幼稚園や認定こども

園（１号認定）は、４月に３歳の児童が利用する３歳

児（年少）クラスのほかに、４月に２歳の学年の児童

が、年度中に３歳の誕生日を迎え利用する満３歳児ク

ラスがあります。 

２歳と３歳で学年が異なることから、内訳として分

けて記載しています。 

 

 

【議題５】全体を通して 

 意見等 事務局回答 

２２ 
保育士等の確保が重要である

と考えています。事業は人材で

成り立っていると思うので、人

材確保・育成に伊勢原市独自の

考えを出して欲しいです。特に、

新型コロナウイルスにより雇い

止めにあわれた人材等の再雇用

先として、チャンスの時ではな

いでしょうか。 

保育士確保のチャンスとできるよう取り組みを進め

ていきます。 

 
 
 
 



 
 

２３ 
「伊勢原市子育て支援アプリ

（スマホ対応の HP でも可）」の

開発に人的・金銭的投資を行っ

てみてはいかがでしょうか。伊

勢原市では、子育てコンシェル

ジュの設置や評価すべき施策な

どが多くありますが、現在のア

プローチ方法だけでは、そうし

た取組を、全ての子育て世代に

周知するのは困難であると思い

ます。また、スマホアプリの導入

は、窓口に出向くことが難しい

子育て世代にとっても有益であ

ると考えます。 

御指摘のとおり、子育て世代が情報を得る最大のツ

ールはスマホやインターネットであることは間違い

ありません。 

過去にも御意見をいただき、市では子育てサポート

のポータルサイトを作成しましたが、ポータルである

ことから、リンク先のひとつひとつのページについて

は、まだまだ欲しい情報が掲載していないなど、不十

分な箇所があると思います。 

また、本市のホームページは、職員が個々に必要な

ページを作成していることから、書き方や内容もバラ

バラであることも課題です。 

利用者が見やすく、必要な情報が適切に検索できる

ホームページとするためには、現在のように職員がそ

れぞれホームページを更新するのではなく、一括して

体系だって作成することが必要なことから、委託を含

めて実施方法を検討します。 

その他 

２４ 
伊勢原市子ども・子育て支援事業計画全体に市として真摯に取り組んでおられることが

よくわかります。その御努力に心から敬意を表します。今後とも本市の同事業にますま

すご尽力下さるようお願いいたします。 

２５ 
議題３の体系図について、１２２もの事業をしていただいていることの感謝、そしてこ

れからもよろしくお願いします。私自身もこれらの事業にたすけられました。伊勢原市

がこれだけの事業を行っている事をしらない人もいらっしゃると思うので微力ではあり

ますが、事業を伝えられたらと思います。 

 


