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Ⅲ．今後の子ども・子育て支援施策の推進に向けて 

 

ここでは、今後の子ども・子育て支援施策推進における参考となるように、ヒアリ

ング項目における「都道府県や関係機関との連携について」と「今後に向けて」にあ

げられた意見をまとめました。 

 

１．都道府県の支援体制やバックアップの現状及び今後期待する支援等につい

て 

 

（迅速な情報伝達、及び市区町村への補足説明や具体的事例に関する説明・指導の実

施） 

－現状－ 

・県には新制度施行に当たっての各種の準備等において、相談に対する迅速な対応や 情

報・問題点の共有などのバックアップ、国の情報のカバーをしてもらっていた。また、

事業に関する疑問や課題等について、相談や助言等を受けていただいている。 

・県には丁寧に新制度についての説明会や状況調査を実施していただいている。 

・県からのアドバイス（県としての見解）がほとんどなく、すべて国からの情報にお任せ

状態になってしまっていたように感じる。 

－期待すること－ 

・市区町村が、積極的に新制度下の施設へ移行しようとする事業者等へ適切な助言や指 

導を実施するためには、都道府県からの迅速な情報の伝達や、市町村への補足的な説明、

具体的事例に関する説明・指導が必要。 

・今後も様々な課題等が出てくることが想定されるので、国との連携を強めて頂き、きめ

細かな支援指導体制を希望する。 

・他自治体の実施事例の提供や、地方版子ども・子育て会議の委員・自治体担当職員を対

象とした研修の実施等を希望する。 

 

（子育て支援員研修や保育士の確保） 

－現状－ 

・保育士の確保対策として、県のサポートセンターを通して保育士の紹介がある。 

－期待すること－ 

・家庭的保育者を含め、地域子育て支援事業実施に伴い、各担い手に対する研修が必要に

なるが、それらすべてを自治体独自で行うことは困難であることから、積極的な支援を

期待する（講師派遣、講習開催等）。 

・「子育て支援員研修」について、都道府県が主体となって実施してほしい。また、補助

的に市町村等が行う場合であっても、ブロック毎で実施する体制の構築などのサポート

や、研修の委託先斡旋など、円滑に実施できるよう支援してほしい。 

・既存の研修システムとの整合性や採用基準の調整など、詳細設計を詰めてから実施し 

てほしい。 

 

（事業費の補助） 

・県単独の基金制度による資金面での時限的な援助がおこなわれたが、制度として残し 

てほしい。 
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・定期的な情報提供及び事業実施における事業費の補助を期待する。 

・予算の関係上、事業を年度内にすべておさめるよう指導を受けているが、市町村として

は厳しい。繰越明許が許されないならば、４月に内示や許可をいただかないと難しい。 

 

（市町村域を超えた広域入所に対する技術的指導） 

・広域利用に関する利用調整を県の役割として担って欲しい。 

・広域入所の取扱いに対する基本方針やその場合の給付費の精算方法などについて、都 

道府県から一定のひな形を示してほしい。 

 

（その他） 

・県の役割自体の見直し（国と市町村の中継点ではなく、パイプとしての機能） 

・市町村が抱える独自の課題に、柔軟に対応していくような支援を期待したい。 

・今後、計画の点検・評価等における具体的な手法（県計画の調整含む）、新制度の効果

的な広報・周知などについて期待したい。 
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☆コラム 「認定こども園の推進について」 

兵庫県こども政策課 

１ 本県のこれまでの取組 
保護者の就労の有無に関わらず、就学前の子どもの教育・保育を一体的に提供するとともに地域の

子育て支援機能を有することから、都市部の待機児童対策と人口減少地域での子どもの育ちに必要
な集団規模の確保など、子どもの最善の利益に資するとして、県単独で運営費補助を行うなど普及に
努めてきました。その結果、近年、本県の認定こども園数は全国１､２位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認定こども園制度に係る本県の課題認識 

  本県が今後、認定こども園を推進するに当たって、課題と考えるのは以下のとおりです 
（１）幼稚園及び保育所の認定こども園への一元化による幼児教育・保育の一体的提供 
（２）幼保連携型認定こども園への移行促進のための財政支援等インセンティブの付与 
（３）私立幼稚園から新制度へ移行した大規模認定こども園に対する、従前の私学助成並の教

職員配置への財源措置 
（４）認定こども園の人員配置や設備・運営基準の地方裁量の拡大とそのための財源確保 
（５）子育て相談支援機能を強化するための人件費、活動費の助成制度の更なる充実 

３ 認定こども園の推進に向けた今後の取組 

  本県では、これらの課題認識のもと、認定こども園を推進するため、以下の取組を進めていきます。 
（１）計画的な整備・移行促進 

県計画（ひょうご子ども・子育て未来プラン）に基づき、平成 31 年度末までに 500 施設の設
置が目標。このため、施設整備や移行支援、シンポジウムや研修会開催等に取り組む。 

（２）兵庫県内認定こども園関係団体協議会への支援 
本年８月、県内の幼児教育・保育 団体が連携し、認定こども園のさらなる普及と人材育成

等のため、「兵庫県内認定こども園関係団体協議会」を設立の方向。県として、この協議会が実
施する研修事業等を積極的に支援する。 

（３）政令市・中核市への権限移譲 
幼保連携型以外の認定こども園の認定権限が県に存置されており、各市が事業者との調整

をより円滑に図るため、市への認定権限の移譲を進める。 

  

年度 事業名等 

18 
認定こども園の認定要件等に関する条例制定（12 月） 

※認定こども園法成立（6 月） 

19 
全国に先駆け、認定こども園運営助成事業創設 

（県単、一財） 

21 
運営費・整備費補助（安心こども基金） 

認定こども園シンポジウム開催 

22 
認定こども園整備等促進事業（県単、法人超過） 

ＰＲ用ＤＶＤ等作成 

23 認定こども園障害児保育支援事業（県単、一財） 

26 

認定こども園移行促進事業（県単、法人超過） 

認定こども園の認定要件等に関する条例改正 

認定こども園審議会設置 

27 

私立幼稚園に関する認定こども園移行推進事業 

私立幼稚園認定こども園特色教育推進事業 

（いずれも県単、一財） 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

1
東京都

(65)

東京都

(74)

兵庫県

(93)

兵庫県

（118)

大阪府

（287)

2
兵庫県

(60)

兵庫県

(72)

東京都

(91)

東京都

(103)

兵庫県

(230)

3
北海道

(41)

北海道

(49)

北海道

(50)

茨城県

(99)

茨城県

(164)

全国 762 911 1,099 1,359 2,836

認定こども園数（各年４月１日）

※県単：県単独事業 
 一財：一般財源充当 
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２．関係機関・団体との連携状況と、連携における工夫・配慮などについて 

 

（定期的に連絡会議等を開催する） 

・公立保育所と民間保育所の所長が集まって行う「公民所長会」を開くなど、定期的な連

絡会議を行っている。さらに、要保護児童対策地域協議会では、年３回定期巡回を行い、

保幼小中学童等の関係機関と要保護児童についての情報共有等を行っている。 

・民生委員・児童委員、主任児童委員に安心・安全見守り訪問事業や子育てサロン事業、

地域カフェ事業など、地域の子育て支援活動に協力いただいている。 

・地方版子ども・子育て会議の現委員は市内における必要な機関・団体から選出されてい

るので、自ずと団体間の連携はできている。 

・私立保育所・認定こども園と園長会を開催し、会議を年に５～６回実施している。 

・子育て支援関係者と年３回程度ネットワーク会議を開催し、連携を図っている。 

・教育・保育の提供体制を整備するために、市の保育協議会、幼稚園、認定こども園長会

と協議を重ねている。 

・利用者支援事業を実施するにあたり、各関係機関（各ＮＰＯ、各医療機関、児童相談所、

障害関連部署など）との連絡会議等の開催を検討している。 

 

（その他） 

・地方版子ども・子育て会議の各委員が所属する団体・グループのネットワークを生かし

た子育て当事者や支援者等の「生の声」を収集した（高校生に話しを聞く等）。 

・地域の子育てサロンや便利マップの作成など、地域の子育て支援団体等と各種事業の 

進捗において連携した取組を行っている。 

・子ども・子育て支援は、行政のみが行うものではないため、教育・保育関係者やＮＰＯ、

民間事業者、さらには市民個人など、多様な主体と連携しながら、それぞれの立場に応

じた役割を果たすことが必要である。子ども・子育て支援プラットフォームの構築に向

けて、まずは平成 26 年度に子ども・子育て支援ポータルサイトを整備し、情報面での

連携が可能となる体制を整えた。しかし、現時点では民間事業者や市民個人とまで十分

連携が取れている状況にはないため、今後、そういった主体に子ども・子育て支援に参

画してもらう仕組みについても、検討を行う。 
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☆コラム 市民団体による「産前・産後のケアアプローチ」 

～切れ目のない支援を目指して～ 
特定非営利活動法人「ながれやま子育てコミュニティなこっこ」代表 田中由実 

私たちは、人口 17 万人の千葉県流山市で活動をしています。 
つくばエクスプレスができる平成 17 年までは人口が約 15 万人でしたので急速に増えました。 
都心へのアクセスがよくなりましたので、おおたかの森地区や南流山地区でもマンションが増え続けております
が、主に子育て世帯が大量に流入しています。それに合わせて出生率は、全国平均の 1.43 を上回る
1.5 となっています。引っ越してくる人が多いということは、それだけ身近に知り合いや頼る人のいない孤独な
子育てになりやすい状況にあります。 

そこで、私たちが行っているプログラムは「初めての子育て応援プロジェクト」と題し、切れ目のない支援を
目標に次のケアアプローチを独自で行っています。 

・お産 café 

まずは妊 娠 期 からのアプローチで、初 産 の方 も経 産 婦 の方 も対 象 です。どうしても初 産 の方 は特 に
「産む」までのことで頭がいっぱいで、「産後」のイメージができない方がほとんどです。「産後」のイメージや
シミュレーションができてないと、いざ産んでから戸惑うことが多いと思います。 

まずは、妊娠 中や産 後の素 朴な疑 問 を参加 者 同 士で話 していきます。私 たちスタッフはファシリテー
ターとなり、産後はどのようなことが待っているのか、地域で子 育てする際 の情報交 換 などをしています。
毎回助 産師 さんにも来ていただいているので、専門的な疑問・質問に答えていただいています。お産の
流れを確認したり、マタニティーヨガをするなど、いかにリラックスしてお産に挑めるのかなどの話しをします。 

厚労省のデータによりますと、児童虐待による死亡の半数は０歳児です。さらに月齢をみると生後一
カ月以内の事件が半数です。原因はさまざまですが、慣れない育児で疲弊している母親が加害者であ
る場合が多いのです。このような事件を防ぐためにも、妊娠中からのケアアプローチが必要ではないかと考
えています。母 親が地 域 で孤立 することがないように、母 親 自 身が地 域 情 報を持っていること、気 軽 に
相談できる話し相手がいることがとても大切なことです。子どもが生まれてからでは外にでる機会も限定さ
れて友達もすぐには作れないので、少しでも知り合いを増やす機会を作っています。 

また、年に１～２度夫婦で参加ができる「産前・産後セミナー」も定期開催しています。 
（お産 cafe 開催頻度：月 1 参加費：300 円/１人） 

・「新米ママ講座」（全２回） 

この講座は生後１カ月～６カ月の第一子と母親を対象にし、前半と後半に分けて２日間で行って
います。 

前半は助産師さんに来ていただき、「母乳とミルク」のことや「今不安に思っていること」などをグループで
付箋を使って書き出して話し合います。この日は特注の「新米ママ弁当」をみんなで食べて、交流やママ
友作りのお手伝いをします。後半は栄養士さんに来ていただいて、離乳食講座をします。月齢ごとにグ
ループを作っていますが、離乳 食をまだ始めていないグループと実際 に始めているグループでは疑問 や質
問の仕方が全く違うので、まだ始めていないグループの人は先を見越すうえで参考になることが多いようで
す。 

「お産 café」・「新米ママ講座」の流れをフォローするために月に１度、親子広場も開催しています。 
（新米ママ講座開催頻度：年３回（前半・後半を１回とする）参加費：700 円/１人） 

私たち運営スタッフは子どもが０歳～小学生の母親です。今のところ行政との協働事業はなく、民間の
助成金で運営しています。私たちは当事者意識がある中で活動を続けてきました。全国で活動している民
間団体は行政サービスよりも細かなニーズに応えられる可能性があり、行き届かない部分を行政と協働す
ることで、制度の切れ目からこぼれる親子がないような子育て支援ができるのではないかと考えています。 
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３．子ども・子育て支援施策を推進するにあたり、特に気をつけている点、配

慮している点、振り返ってみての苦労や工夫したこと 

 

（地方版子ども・子育て会議の運営関連） 

・これまでは発言者が一部だったので、委員がもっと自由に意見を言えるようにしてい 

きたい。これまでは計画を作ることが目的で難しい内容もあったが、今後は皆で作った

計画をどのようにして実現していくかを議論する。 

・多様な方が委員として参加されているので、分かりやすい言葉で伝えるように心がけ、

伝わっているのかどうかを必ず確認した。 

・市町村が国から示された資料をかみ砕き、できる限り分かりやすい表現でポイントのみ

を伝える必要があるが、その資料作成に非常に苦労した。 

・会議の対応は丁寧に行ってきた。会議予定等はＨＰに掲載し、委員へは会議資料を早く

渡した。会議の回数も多くし（２年間で 60 回）、時間をかけて検討した。 

・会議で、保護者の言い分と行政の考えを議論できる場ができたということは大変良い 

ことと思う。今後も、地方版子ども・子育て会議を住民と議論できる場として位置づけ

ていきたい。行政の思惑だけでも、ニーズをそのまま受け止めてもうまくいかない。 

・新制度の内容には、保育必要量など利用者にとっては必ずしも歓迎される内容ではな 

いものもあった。園長会などでも話を聞き、適切な経過措置を設定するなど、いかに円

滑に事業スタートさせるかという点に注力した。新制度施行後も見直すべき点は見直し、

より良い制度となるようにしたい。 

 

（情報発信やニーズ調査関連） 

・制度が市民に理解され、活用しやすくなるように説明を行っていく。 

・事業の対象者に行き届くように、教育・保育機関との連携を図っている。今後は、若い

世代の情報の受け取り方に配慮した情報発信の方法を考える必要がある。 

・わがまちの社会資源と課題の見える化（中学校区）とニーズ調査による圏域における課

題分析を実施。 

 

（支援事業計画策定や施策実施に当たっての考え方等） 

・子育て支援施策は住民との協働により取り組んでいるものも多いため、協力してくださ

る住民の方々に対して、決して上下の関係ではなく、対等な関係であるという認識の下、

互いを尊重し、協力関係を保つことに気をつけている。 

・援助を必要とする子どもたちを支援し、全ての子どもたちの自己肯定感を高めること 

ができると認識している。 

・支援事業計画を策定するに当たっては、国の制度をベースとしつつも、可能な範囲にお

いて市の実情や課題に即した制度になるように工夫した。制度に現場をあわせるだけで

はなく、現場に沿った制度となるような工夫をしていくことが大切。 

・認定こども園化や民間委託、場所の移転等においても地域住民や幼保職員、そして保護

者などの合意形成に時間と労力を要する。 

・地方分権の時代には、市区町村は地域の最高シンクタンクであるべき。 

・そもそも「子どもにとってよりよいものとは何か」という点に配慮し、推進していけれ

ばと考えている。 
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４．国への提言、あるいは期待すること 

 

（給付制度、保育料、医療費助成などの財政支援に関わること） 

・乳幼児医療費については、全ての市町村が統一的な基準で実施できるよう国や都道府県

が対応すべきではないかと考える。財政力で自治体が競争するのは疑問。 

・子育て家庭への経済的な支援は、少子化対策の観点からも重要な施策の一つであり、市

民からの要望でも多く聞かれる事項である。特に医療費助成や幼稚園・保育所の保育料

は地域間で差が生じてきているのが現状であり、国が本腰で少子化対策に取り組むので

あれば、全国一律の水準でさらに充実を図れるよう、財政面での支援をお願いしたい。 

・新制度の財源は消費税率引上げによる増収分が充てられるが、新たに創設された制度 

の継続と財源確保を願う。 

・市単独で行う各種施策に対する財政的支援（市の自由裁量により活用できる予算）。 

・各種の子ども・子育て施策の推進について、市町村にとって柔軟で使い勝手の良い財 

政支援の仕組みを検討していただきたい。 

 

（情報提供に関わること） 

・大きな制度改革を行おうとする場合、余裕を持った準備期間と市町村に対する早期かつ

具体的な情報提供が必要不可欠である。新制度に関しては都道府県レベルでも十分な制

度理解・情報提供体制が整っていなかったと感じている。 

・今後とも、必要な情報をスピーディーにいただけることを期待する。 

・子育て施策に関する新たな情報等があれば、都道府県（区市町村）へ迅速に提供しても

らいたい。 

 

（都市部と過疎地域の違いなど、地域的な差に起因すること等） 

・出生数の減少から人口減少が進み、待機児童が存在しない地域（過疎地域）と、産業が

活性化することで雇用状況や生活環境が充実し、待機児童の存在する地域（都市部等）

とに分かれる傾向にあると感じている。 

・待機児童対策は市町村単位で捉えるのではなく、近隣市町村又は県内広域で調整・誘導

していくことがより効果的であると考える。 

・都市部と郡部では、子育て支援施策で抱えている課題が違う。郡部では、待機児童より

少子化、過疎化、既存施設の再編問題が深刻である。全国共通の施策ではなく、それぞ

れの自治体が活用しやすい施策を希望する。例えば、公立認定こども園設置に対する国

の経済的支援の充実や、ＮＰＯ法人が実施するファミリー・サポート・センターに準じ

た事業への財政的支援の実施など。 

 

（事務の簡素化など） 

・平成 27 年４月から新制度の実務がスタートして、末端の市町村はさまざまな事例に対

応しながら手探りで進めている。特に保育現場では、支給認定の変更や、保育標準・保

育短時間の切り替え、３号認定から２号認定への切り替えなど事務が煩雑化し、事務が

落ち着くまで一定の時間が必要とされる。 

・現場では、保育認定の標準・短時間の変更事務及びそれに関係する事務（確認や給付事

務等）が非常に煩雑になっているため、簡素化を図っていただきたい。 
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（保育士や若者の処遇改善） 

・介護のキャリア段位と同じように保育士のキャリア段位を作っていきたい。例えば、子

育て支援（マネジメント）と保育技術で分けて考える、タイムスタディを作る等。 

・働き方の変革、若年者の賃金上昇、保育士の待遇改善は、国主導で実施いただきたい。 

 

  


