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平成２８年度 第１回鹿屋市子ども・子育て会議 会議録（要点筆記） 

 

開催日時 平成２８年７月２１日（木）１５：００～１７：００ 

開催場所 鹿屋市役所議会棟３階 全員協議会室 

委員出欠 

出席委員 

２１名 

鮫島（佳）委員、横山委員、末吉委員、和田委員、宮内委員、 

安藤委員、江藤委員、遠矢委員、森委員、大塚委員、黒松委員、 

福元委員、軀川委員、宮下委員、久野委員、新川委員、有川委員、 

中園委員、久保委員、渡邉委員、内村委員 

欠席委員 

５名 

鮫島（江）委員、畠添委員、高木委員、岡本委員、浮牟田委員

  

事務局及び関

係部課出席者 

古川保健福祉部長、白坂子育て支援課長、松矢課長補佐、原田係長、 

坂口主査、図師主任主事、田平主事、鎌田主事、牧野主事補 

（福祉政策課）中津川課長 

（健康増進課）佐々木主幹 

（教育総務課）浅井係長 

（学校教育課）上西指導主事 

（生涯学習課）兒島主査 

傍聴者 なし 

 

【１ 開会】 

 

【２ 新委員紹介】 

  

【３ 保健福祉部長あいさつ】 

 

【４ 報告等】 

（１）鹿屋市子ども・子育て会議の委員の役割について 

（２）平成 27年度第３回子ども・子育て会議 会議録（要点筆記）の報告について 

（３）国の幼児教育の無償化に向けた段階的な取組（多子世帯等の保育料軽減強化）につ 

いて 

 

（事務局） 

資料に基づき説明 

 

（委員の意見等） 

 ・当市において年収３６０万円以下の世帯はどれくらいの世帯が対象になるのか、 

 〔３６０万円未満の世帯で 1号認定においては全体で２９４名いらっしゃる中で７２名 

の方が対象となり、パーセンテージで２４．９％の方が該当している。２号・３号の 

認定においては全体で３，２４０名の方がいらっしゃる中で１，６８１名の５１．９％ 

の方が軽減の対象になっている。７月１日現在の保育料で計算している。〕 

 



2 

 

（４）子育て支援に係る鹿屋市条例の一部改正について 

 

（事務局） 

資料に基づき説明  

 

（委員の意見等） 

 ・（１）の②の幼稚園教諭及び小学校教諭等を活用するのは、①だけが朝夕だけというこ

とで、②は日中を対象にしているということか。 

〔幼稚園教諭及び小学校教諭の方が保育所等に勤めてらっしゃるかどうかということに 

ついては県からの調査があり、数字としてあがってきていない状態である。全体の保 

育士の中で割合が一定以上、３分の１以上はダメとなっており、限られてくるという

ふうに理解している。〕 

 

（５）平成 28年度からの新規事業（かわいい孫への贈り物事業）について 

 

（事務局） 

資料に基づき説明 

 

（委員の意見等） 

・ネーミングが「かわいい孫へ」だが、意味があるのか。 

〔この事業のネーミングは鹿屋市が独自につけた。高齢部門の財源の削減をし、削減と

なった財源の活用方法について新たな施策を検討したところ、次世代を担う子育て世

代に対する支援の方に財源を振り向けようということで、紙おむつに対する助成を行

う事業を実施したということである。名前の由来については高齢部門から子育て部門

への財源が移行されたという意味合いである。〕 

 

（委員の意見等） 

・孫だと祖父母が申請対象と思う方もいるかと思う。 

〔ホームページに詳しく記載し、もう少し分かりやすく説明したい。〕 

 

（委員の意見等） 

・市内に住所を有する乳児の保護者に対して１人あたり１２，０００円となっているが、

保護者１人あたりという感覚になる方もいるのではないか。また、平成２８年４月１

日以後に出生をした場合で、上限が１２，０００円となっているが、期限があるのか。 

  年子で生まれた場合助成対象となるのか。 

〔申請書には代表の保護者の方を１名書いていただきその１名に対して助成ということ

になる。新生児１人に対してということであるので年子であっても今年の４月以降に

お生まれになったすべての方が対象になる。転入されて来た方も対象としている。〕 

 

（委員の意見等） 

・指定店舗に目印があるのか。 

〔各店舗へ掲示をしていただくようにお願いもしているが、申請時に助成券と一緒に店

舗一覧表をお渡ししてご紹介したり、ホームページ上で掲載したりしている。〕 

 

（委員の意見等） 

・おむつ助成を受けたが、私が買っている店舗では掲示がなかった。他の物と一緒に買
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ったらレジの方が別々に計算しなければならず、後から助成券を出すとレジの方が混

乱するので窓口で助成券をお渡しするときに説明をしてほしい。 

〔今後申請にいらっしゃる方、現在券を持っていらっしゃる方についても子育てメール

やホームページでご紹介させていただきたい。〕 

 

（委員の意見等） 

・仮に３つ子が生まれたら３人分助成が出るのか。 

〔３人分助成が出る。〕 

 

【５ 議事】 

（１） 平成 28年度 教育・保育施設の設置状況及び入所状況等について 

 

（事務局） 

資料に基づき説明 

 

（委員の意見等） 

 ・弾力運用を含まないという意味を確認したい。前回の子ども・子育て会議の中では確

保策として今年度でオーバーするとのことだった。今回は保育園等増やさないという

のが基本的なスタンスだったと思うが、弾力運用を含まないとマイナス３９０名くら

いになるということは、将来的には認可保育園の弾力的運用も減らして、新しい保育

施設なりを積極的に増やすように取り組むという意味か。 

〔変更後の表は量の見込みに対して定数でこの目標数字を確保するという考え方である。

鹿屋市では弾力運用をしているので、実際には１１５％まで受け入れ可能であり、平

成２８年度の状況を見ると入れない子供はいないというのが現実である。ただし、計

画の中では定数の１００％で量の見込みまで達するように鹿屋市は定員を増やしなさ

いということの違いになるため、現実は変わらないが目標としては１００％で今後、

鹿屋市は事業を展開していかなければいけないということになる。弾力運用を出来る

期間が、当時は２年間限りだったが、今は５年間くらい延ばされた。これがいつまで

使えるというのは不透明である。国の考え方としては、定員の１００％で目標の見込

んだ部分を確保するように、各自治体の方に指導しているということで、今回変更を

させていただいたという考え方になる。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・基本的には１００％をベースにして将来的なことは考えていくということか。 

 〔今の段階ではそのように考えているが、国の動向について勉強しながら会議でお示し

できれば良いと考えている。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・各園の定員を増やすとか、そういう形で全体の１００％の状態で対応していくのを基

本にしていきたいということか。 

 〔今の所ではそのように認識している。他の団体などを確認しながら、目標に向かって

定員を確保していく考え方になってくると思う。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・空き待ち児童で右左（１３ページと１４ページ）あまり数字は変わらないが、平成 

  ２８年４月の入所可能児童数が２４２名とあり、定員割れをしている数がこれだけあ
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るということか。 

〔左側につきましては、弾力運用後で実際入ることが可能である数字で書いている。右

の方もそのまま転記していて、これも空き待ち児童数が４月で７６人、７月で８６人

ということで、下の可能数も弾力運用後を記載している。定員割れをしている園もあ

り、弾力運用後の数字で受け入れている園もたくさんある。定員割れをしているとい

うのではなく実際希望される保育所ではない所に行ける可能性のある数が１５４とい

ふうに書いている。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・７月の段階で１５４名が可能児童数だが、弾力運用を差し引いたらもっと減ってくる

とは思うが、背景は何か。 

〔入所可能児童数があるのにもかかわらず空き待ち児童がいらっしゃるという状況の１

番大きな原因は、預かれる子どもの対象の年齢が違うということである。園の受け皿

の枠が違い、０歳の枠を待っている方はいるが、３歳児以上を預かれる枠は空いてい

るというのが大きな原因である。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・弾力運用ができなくなった際、弾力運用枠で入所されているお子さんは他の園へ転園

を要求される事があるのか。 

 〔現実に入園されている子どもさんが行けなくなるということ事態は、避けないといけ

ないと国も私どもも考えている。その為に平成３１年度の目標に向かい、１００％と

しての定員を確保していかなければならないという考え方だと思う。〕 

 

（委員の意見等） 

・定員の確保は、例えばＡという保育所に弾力運用枠で行っている方がいて、Ｂという

保育所が定員を確保し、弾力運用の期限が切れたときにＢの保育所に移らなければな

らないということはないのか。Ａ保育所は定員を確保しなくても残れるのか。 

〔現実に１５％枠で入ってらっしゃる方がいらっしゃるので、そこを１００％に持って

きていただくようなお願いや園の方々にご協力をいただかないと矛盾が生じてくる可

能性がある。平成３１年度の４，６８６人に対して各園に協力をいただいていくとい

うのが今後の私どもの役目になってくると思う。〕 

 

（委員の意見等） 

・議事となっているが１３ページの表を１４ページの表に変えさせてという意味なのか。 

〔昨年までも当該年度の状況と翌年の配置の状況が議事で上がっており、今回については、

今まで弾力運用後の数字で皆様方にご説明申し上げていたのが、変更になったというこ

とで、様々な意見があると思ったので、議事の中で取り上げさせていただいている。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・変更するタイミング等きちんと整理をして載せておかないと、前の記録が削除されて 

  しまうと後々の誤解トラブルになるのかなと思う。 

 

（委員の意見等） 

 ・鹿屋市保育会から意見が出ている。弾力運用のこともあり、幼稚園や保育園等の受け

皿も協力しながらやっていかなければならない。大きな課題なので、今すぐに表を変

えてというのではなく、現場との意見交換を早急にしていただければと、要望をあげ
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させていただく。 

（２）平成 29年度 教育・保育施設の確保方策について 

 

（事務局） 

資料に基づき説明 

 

（委員の意見等） 

 ・資料には定員しか記載がない。弾力運用部分の人数も入れるべきであると思う。そう

すると現在の空き待ち児童については、パイのほうが大きいというのがわかる。 

〔ここでは、総体の鹿屋地域全体ではなく、中学校校区別でどこの地区に空き待ち児童

が多いかというのをお示ししたく、このような形に作成したところである。仕事や住

まいの関係で、入所できない方々が待っているので、この図はどこの地域にそのよう

な方がいるかを分かるようお付けした。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・平成２６年７月に第２回子育て会議が開催され、量の見込の補正と教育・保育施設の

提供区域の設定について議論がなされ、区域は鹿屋市全域を設定すると決定がなされ

ている。現段階では市全域を区域として考えるスタンスであるべきだと思うが、事務

局はどのように考えるか。 

〔中学校区毎にどのくらい空き待ち児童がいるかということを頭に入れながら、市全体

で空き待ち児童がどの程度いるのかというのを考えながら対処しなければならないと

いうことなので、あくまでも図は参考である。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・対比として、市全体の数字も入れておかなければ、少ないと思ってしまう。現状や、

市のスタンスを示した上で、市全域で考えて示さなければ、混乱する状況になるので

はないか。今後スタンスを変えようとするのであれば、現状と、議案とする提案部分

をしっかりと資料に差し込んで提示をいただければと思う。 

 

（委員の意見等） 

 ・定員増の設定については、鹿児島県から、認可定員を超過して園児を受け入れている

私立幼稚園に関わる子ども・子育て支援法に基づく確認等に関する留意事項について

示されている。その中に、新制度における対応の基本的な考え方で、利用定員の設定

は各設置者事業者が市町村から確認を受ける際に利用実態等を踏まえて、認可定員の

範囲内で市町村と調整の上設定する。認可定員を超過している施設については新制度

以降までに、①定員増の認可を受けるか、②実員を認可定員の範囲内に減少させるか、

の対応を検討の上、いずれかまたはいずれもの対応を行った上に、新制度に移行する

必要がある、となっている。南部幼稚園の認可定員は８０名であるので、８０名以内

の中で認定こども園への移行をするのが当然かと思う。幼稚園協会の中でも移行につ

いて説明を受けていない。協会の中で提案をされて、それから移行の申請をされても

良かったのではと思う。 

 

（委員の意見等） 

・しっかりとした提案内容を説明した上で資料を出した方が良い。また、ある程度説明

を割愛して、逆に提案事項が何なのかを明確にして頂きたい。どういう議論をして欲

しいのかが見えないのが現状である。 
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（委員の意見等） 

・幼稚園や保育園の定員というのは広さや、保育士の人数で決まるのか。基準を満たし

ているから移行申請しているのか。 

 ・認定時点で厳しい監査がある。数字的にも質的にも保育園・幼稚園等は基準を満たし

ているはずである。 

 

（委員の意見等） 

 ・認定こども園への移行申請内容は、市を通さずに直接県へ出されているのか。 

〔事前に聞き取りをしている園もあるが、十分に園と話のやりとりができてない園もあ

ったのは事実である。幼稚園については県の方が定員に対する受入人員の超過につい

ては指導することから、市の方からは何も申し上げるころはできない。ただ、現在確

認中だが、幼稚園をやめて認定こども園に移行されるということは、認定こども園が

ゼロからスタートする、という考え方があるとも聞いている。資料の解釈の仕方を県

も国に確認しているということであり、この解釈について今回お示しが出来なかった。

また、認定こども園への移行は、保育園や幼稚園など各々の母体があり、そこで十分

協議をした上で来ているものだと考えている。県の方へ出されるのは各園の考えであ

る。適正懇話会で子ども・子育て会議の意見は伝える。次回からは資料作りも勉強さ

せていただき分かりやすい資料作りをしていきたい。〕 

 

（委員の意見等） 

 ・提案の仕方として、認定こども園なり、幼稚園なり県に申請した部分の報告として留

めておく。この場は鹿屋市の子ども・子育て会議なのだから、県の管轄をここで論議

しても仕方ない。整理をしていただければと思う。 

 

（委員の意見等） 

 ・人気があるから定員を増やすというのは、バランスが崩れ争いがおこる世界になって

しまうのではないか。どういう道が子どもたちにとって良いのかどうか、議論が必要

なのではないかと思う。 

 

（会長） 

 ・この申請に対して良いのではないかという意見はあるか。 

《なし》 

 

（委員の意見等） 

 ・量の見込み数が４,６８６人となっているが、入所者数の総数が平成２７年度も平成 

  ２８年度も量の見込みを下回っているが、空き待ち児童が８６人で、それを加えても

４，４７８人にしかならず、量の見込み数を２００人ほど下回る。量の見込み数その

ものを見直すことは無いのか。 

〔この計画が平成２６年度に作られた計画で、平成２７年度から平成３１年度の５年間

になるが、当初国から計算方法等示された上で鹿屋市の出生率などで計算したのが 

 ４，６８６人である。数字の見直しも可能であり、必要であれば見直しも検討して、

お示しすることも可能だと思う。今の所は平成２９年度も４，６８６で考えている。〕 
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（３） 子ども・子育てに関する施策全般について 

 

（事務局） 

資料に基づき説明 

 

（委員の意見等） 

・大規模児童クラブが鹿屋市は増えている。こういう実情の中でもっと積極的にやって 

ほしく、数字や実態を掌握し、示していただきたい。 

・鹿屋市の児童クラブ数 

・自主事業の数を把握しているのか。 

・４月１日時点での全体の登録児童（毎日来ない児童も含めて） 

・４月１日時点での利用人員 

・鹿屋市の児童クラブの待機児童数 

・１クラブの支援単位の平均児童数 

・夏休みにおいてクラブ全体でどの程度増えているのか。 

・２５箇所ある児童クラブの中で常勤・非常勤を合わせて指導員の数がどれだけいるの

か。また、国が指導員に対しての定員を示しているのでそれにそって配置しているか。 

・昨年資格認定研修で何人資格を取得したのか。 

・それぞれの児童クラブの施設の状況、ひとりあたりの面積 

〔回答は後日〕 

 

（委員の意見等） 

・鹿屋市は小児科医で発達を専門とされる先生は１名しかいないという現状があり、５歳

児健診を行うには、４・５名の発達専門の医者が必要ということで現状で鹿屋市で５歳

児健診を実行するのは難しい。そこで提案として、既存の１歳半健診と３歳児健診の中

に今出来る検査を導入するのはどうだろうか。１歳半健診でＭ―ＣＨＡＴを行うメリッ

トとしては、社会的行動に関する項目を多く含んでいるので、ＡＳＤ発達障害のお子さ

んに関わらず社会的発達が非定型なお子さんとか定型的になっているお子さんに対して

も評価ができる上で、ご家族のメンタルヘルスの向上につながればと言われている。Ｍ

―ＣＨＡＴでＡＳＤや非定型発達障害が判った場合のフローチャートをお示する。他の

自治体で採用されている方法を参考にすると、１次スクニーリニングとして１歳半健診

でＭ―ＣＨＡＴしてきていただいて、明らかに疑われる場合には専門機関へつなぐとい

うところである。流れとしてはハイリスク児のご両親には電話面接及び２カ月後３カ月

後に２次スクリーニング再度Ｍ―ＣＨＡＴを施行し、それでもひっかかるときは専門機

関へ紹介するという形である。さらにずっとグレーゾーンで３歳になり、ここでしっか

り検査したいというときは、３歳児健診の段階でＰＡＲＳ－ＴＲ（親面接式の自閉症ス

ペクトラム症評定尺度）というもので、保険点数化もされていて国際性的にもかなり信

頼性の高い検査があり、その検査を実施したうえで小児科医さんに紹介するとかなりス

ムーズな流れとなり、鹿屋市の発達障害の疑いのあるお子さんや親御さんたちが迷わず

に訪ねる場所に行けるようになる。日本語版Ｍ―ＣＨＡＴはかなり実績があげられてお

り、英論文や日本語の有名な保育の論文も出ている。５歳児健診が現状として難しいの

であれば、既存で実施できている健診をさらに拡充していくのが良いのではないかと思

って提案させていただいた。 

 

（会長） 

 ・議事のまとめをさせていただきたい。議事１のまとめは、事務局としては変更してい
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きたいという旨の提案、議事であった。現場にはその１００％の定員に向けて御協力

をいただきたい、ということであった。転園の心配をする御意見もあったが、進んで

変更した方が良いという意見はなく、トラブルを危惧する意見があった。議事２は、

南部幼稚園の移行後の定員が多いのではないかという意見があった。進んで申請通り

した方が良いという意見はなかった。 

〔１４ページの表の部分は、県の方からの指示があったので、このような数値（定員を

積算した確保実績値）に変更させて頂いたものである。これで県に出さないといけな

いので御理解いただきたい。量の見込み等について変更は無いので、実績に合わせた

数値としてこれでお願いしたい。考え方の報告をさせて頂いた訳で、議事となってい

たので御迷惑をおかけしたが、これでお願いします。〕 

 

（会長） 

・今回はこれで変更していくということで御理解を頂ければと思う。後は各種団体で交

渉していただければと思う。 

 

【６ その他】 

 

（事務局） 

資料に基づき説明 

 

（委員の意見等） 

 ・次回は報告事項なのか協議事項なのか明確にしてほしい。 

〔そのようにさせていただきたい。〕 

 

（委員の意見等） 

・次の子育て会議はいつくらいか。 

〔１０月の後半から１１月くらいをめどに考えている。〕 

 

【７ 閉会】 

 

※〔 〕は事務局及び関係部課の回答。 


