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第 6回安中市子ども・子育て会議 

 

■ 開催日時  平成 26年 11月 19日（水） 午後 13時 30分～15時 10分 

■ 開催場所  安中市文化センター 第１学習室 

■ 出席委員  15名 

■ 出席者 

  [委員] 

千葉 千恵美 会長 吉田  京子 委員 黛  輝 美 委員 

白井 久美子 副会長 田島 実紀恵 委員 森田  房枝 委員 

篠原  晴美 委員 柴崎  三恵 委員 岡本  裕介 委員 

立川  展子 委員 萩原  光男 委員 熊 谷  薫 委員 

今井  康雄 委員 高麗  典子 委員 今村  井子 委員 

  [市側（事務局含む）] 

保健福祉部 部長 上原  茂 保健福祉課福祉子ども係 係長  松本  晶 

保健福祉部子ども課 課長 三浦 尚明 保健福祉部子ども課 保育助成係 係長  中嶋 寛之 

保健福祉部子ども課 子ども育成係 係長 大野 礼子 保健福祉部子ども課 保育助成係 主査 中島 昌博 

保健福祉部子ども課 子ども育成係 主任保健師 中澤 貴里子   

保健福祉課 課長 桑原 孝宇   

  [その他出席者（アドバイザー）] 

㈱ジャパン総研（１名） 

 

■ 資料 

資料１ 保育料徴収基準額表 

資料２ 安中市子ども･子育て支援事業計画（素案） 

 

■ 議題 

（１）保育料徴収基準額表について 

（２）安中市子ども･子育て支援事業計画（素案）について 
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【議 事】 

 

（委員の変更による委嘱状の交付 萩原和子⇒萩原光男） 

 

１．開会 

会  長：それでは、第 6回安中市子ども・子育て会議を開催したいと思います。委員の半数以上が

出席ということで、会議が成立いたしますので、会議を始めたいと思います。 

 

２．議題 

（１）安中市子ども・子育て支援事業計画保育料徴収基準額表（案）について 

事務局から保育料に関する資料及び保険料徴収基準表に基づいて説明 

（質疑） 

熊谷委員：国税が変わったため、市民税を基準にしたのですか。 

事 務 局：平成 22 年に所得税の年少扶養控除が廃止されましたが、国の方から、所得税上は考慮し

て保育料を計算してくださいという通知がありました。しかし、源泉徴収票上では把握でき

ないため、確定申告の書類から手計算をしていた経緯があることと関連していると思います。 

熊谷委員：扶養控除がなくなり、所得税の税率等が変更し、それに伴う差額分を市民税に移譲したの

と関係があるのではないですか。 

事 務 局：確認します。 

今井委員：本日の会議の１番目に記載されている審議事項については、今まで大きく取り上げられて

いなかったので、今回こうして示していただいたことに感謝いたします。幼稚園の経営に係

わる大変重要なものです。この他に公定価格も重要となります。市の公定価格が示されると、

ある程度の見通しができて、親御さんにも説明ができるのです。そのため市の公定価格をお

示ししていただきたいというのがあります。また、幼稚園の経営からいえば、一時預かりに

ついても、やるのかやらないのか、保護者の負担はどのくらいになるのか、早く示してほし

いと思います。３つ目は、この価格表ですが、今みせていただいても意見を述べることは難

しく、委員の皆さんも、すぐに理解するというのは難しいのではないでしょうか。来年 4月

にスタートしなければならない中で、すぐに精度の高いものができるというのは難しいと思

います。そこで、ここでの約束として、1 年目はある程度のところでスタートしても、2 年

目、3 年目と制度を運営する中で、こうした会議を通じて精度を上げていけるようにしてい

ただければなと思います。 

事 務 局：公定価格は国で示されているものに基づくものとなります。 

吉田委員：私の方から問題点について説明いたします。日本は縦割り行政の中で、文部科学省が幼稚

園、保育園は厚生労働省が担当し、子どもを差別してきた実状があります。幼稚園の子ども
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は、私学助成として、国が指定をして補助金は県から出ています。1人年間約 19万円となり、

経費として不足分を保護者から保育料としていただいています。しかし、平成 24 年度の予

算をみると、保育園を運営するための基準額は約 3億ですが、市は福祉ということで、保護

者から約 2億しか集めず、差額の約 1億は市が保育園のために持ち出しています。国からの

お金は決まっているにもかかわらず、保育園に通っているお子さんのためだけに約１億円が

公費として出されていることになります。幼稚園は０円です。そうした状態が戦後ずっと続

いていました。幼稚園児童に対しては、安中市は一銭もお金を出していないのです。あと安

中市でもう一つ問題なのは、松井田に幼稚園がなくなり、住民の多くは保育園に通っており、

公費を使っていることになります。新しい制度は保育園、幼稚園と区別せず、平等にすると

いうものです。子どもに使う税金に今まで不平等があったという問題は、厚生労働省と文部

科学省だけでは解決できないため、内閣府が間に入って、新制度ができたのが今の流れです。

しかし、お金は内閣府に集められるものの、保育園、幼稚園とそれぞれの管轄があるため、

公平に使われているとは言い切れない状況が続いています。今の事務局からの説明では、保

育園は１億余りのお金を出しながら、幼稚園にはそのうちの 70％しか出しませんということ

です。不公平がまだ続いているということです。 

事務局：少し訂正させていただきますが、保護者の負担が７割ということです。 

吉田委員：１億円余りのうちの 60％ぐらいが保育園に流れていますが、幼稚園に対し、その保育料の

基準に対して、１号認定は入っていないわけですよね。そこが私としての不満です。平成 27

年度からは１号認定についても市の財政を使いますよというのが出てこないとだめだと思

います。 

事務局(課長)：幼稚園と保育園の差については以前からご指摘をいただいていたところです。ただし、

市でも 3人目以降のお子さんについては、幼稚園についても税金の使い方から言えば、３人

目以降の無料化は実施させていただいております。また、放射能の問題が出たときには、放

射能の測定器の購入し、保育園、幼稚園に一斉に配布をさせていただきました。できるとこ

ろから対応させていただいてきており、ゼロというのは修正をさせていただきたいと思いま

す。新しい制度により、幼稚園については色々な形態となり、所管課も異なりますが、でき

るだけ、教育委員会と連携をとりながら、偏りがないように努めたいと思います。 

吉田委員：私が説明させていただいたことを皆さんにご理解いただければと思います。 

今村委員：その不均衡というのは、安中市だけではなく、全国的に同じような状況なのですか。 

会  長： 全国的に同じような形できています。 

立川委員：保育標準時間と保育短時間の保育料の差が 50 円から 400 円ぐらいしか変わりません。そ

の差について、保護者の方にご理解いただくにはどのように説明したらよろしいのですか。 

事 務 局：保育料の差については、国の方で標準時間認定を受けた子どものマイナス 1.7％内で設定

するとなっているので、それに基づいています。 
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熊谷委員：保育料を時間単価になおすと、保育短時間の方が割高になるということですか。 

事務局(部長)：時間単価で計算すると、そういうことになるかもしれません。国でこうした方針を出

しているので、安中市だけ時間単価で計算するというわけにはいかず、大きく逸脱するよう

なことをすると、県や国から指導いただくことになると思います。 

今井委員：1.7％というのは、国の方で、ある根拠に基づいて出てきた数字だと思うので、問い合わせ

たらよろしいのではないでしょうか。 

事務局(部長)：県に確認してみます。 

熊谷委員：幼稚園の保育料は来年度から安くなるのですか、高くなるのですか。 

事務局(課長)：負担は軽くなると思います。 

熊谷委員：幼稚園の軽減分は保育園の方に影響してくるのですか。 

事務局(課長)：保育料ついては、資料にもありますように負担が増えないように多段階化し、調整さ

せていただいます。そうすることで、料金が少なる方もいます。それは、市の持ち出しが増

えるということも意味しています。幼稚園の分も保育園なみに負担していくので、かなりの

金額が市の財政にのってくるわけです。その辺りについても、ご意見をいただければと思い

ます。最終的に市長が判断することとなりますが、皆さんのご意見を参考にさせていただき

ます。 

事務局(部長)：所得による差を細かくすることで市の負担が増えてくるので、もう少しご負担いただ

くのはどうだろうか、ということも市は検討しています。また、幼稚園への支援として保育

園と同じように負担金が出せれば良いのですが、現状では 1人に対する負担率を同じにする

ことは難しい状況です。 

熊谷委員：5年後ぐらいには、幼稚園と保育園とが同じぐらいになるのですか。 

事務局(課長)：この計画は 5 年としていますが、保育料の見直しはまた別になります。事業計画の中

には保育料に関することまで載せませんので、別途に皆さんにお諮りすることとなります。 

今井委員：保育料が全てではなく、保育料とは別に施設料、入園料があり、徴収する金額とは異なり

ます。経過措置があるので、現行の保育料で当座は進めていくことが可能なのかと思います

が、今までの区分とはやはり変わってくるところもあるので、そのあたりを突き合わせてい

かなくてはなりません。この資料は本日回収となるので、やはりじっくりと検討が必要な問

題だと思います。4 月に始まってからも意見を聴いていただいて、反映できるシステムにし

ていただけないかと思います。 

吉田委員：いつこれは決定するのですか？ 

事務局(課長)：皆さんの意見を踏まえた上で、市長が判断し、決定することとなります。開始してか

ら皆さんのご意見の中で、見直す部分があれば見直していき、他の自治体に誇れるような、

保育料にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

吉田委員：安中市の子どもなのだから、保育園と幼稚園を平等にしてくださいと委員の皆さんも言っ
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てください。 

事務局(部長)：この会議で出た意見を市長に申し上げますので、ご理解をいただければと思います。 

篠原委員：先ほど、所得の細分化による市からの持ち出しについて話がありましたが、今までどおり

であれば、市の持ち出し分も同じになるのですよね。 

事務局(課長)：細分化したのは、負担を緩やかにしたいという背景があります。どこかでクリアして

いかなければならない問題ではあるので、もう少し調整が必要であるという意見があれば、

検討していきたいと思います。 

篠原委員：所得の高い方の負担分を多くすれば、市の財政的にも問題はないのではないでしょうか。 

事務局(課長)：そうしたご意見も踏まえていきたいと思います。 

事務局(部長)：今まで 15段階であったものが 35段階となります。所得による保育料の上昇が緩やか

になるようにしましたが、所得の高い方については、その段差を高くするというのも確かに

あるかと思います。ただし、ご理解いただきたいのは、保育園の予算は幼稚園には使えませ

ん。保育園の予算に余裕ができたから幼稚園に使いましょうという形にはできません。 

篠原委員：保育園のものは幼稚園に使えないとしても、市の財政の振り分けは、どちらにでもできる

のですよね。保育園のものを幼稚園に回すのではなく、市の財政の分割を上手にやれば良い

のでは。 

事務局(部長)：安中市全体で 280 億円程度の予算の中でどこに重点を置くのか、色々な考えがあり、

市長も思い描いている事業などがあると思います。 

今井委員：できるだけ平等にというと、幼稚園の方を増やすことになりますが、増やすと言っても公

定価格には運営費が既に入っています。運営費補助として別途にくるなら良いのですが、す

でに公定価格で決まっていますから、市で公定価格を上乗せするということですか。 

事務局(課長)：公定価格については、それ自体は同じですが、保育園の方には市の単独事業で色々と

補助させていただいているものがあるので、必要なものは幼稚園にも適用できるように検討

させていただきます。 

熊谷委員：来年の会議の資料では、保育園の約 1億円の部分について、幼稚園の人数から考えるとそ

の３分の１ぐらいの金額が予算として記載されるということですよね。そうなると、この会

議の成果が我々にも分かるということですか。 

事務局(課長)：幼稚園の方は制度が始まらないと、その実態が把握できません。なるべく早い時期に

そうした資料を用意できればと思います。 

事務局(部長)：資料にある平成 25 年度の市の持ち出しというのは、市では平成 26 年３月 31 日でも

って予算が締められるので、決算で数値が出たのは平成 26年 9月です。そのため、平成 27

年度については、平成 28年 9月に結果が出ることになります。来年の会議資料は平成 26年

度のものなので、今までとあまり変わるものではないです。 

吉田委員：平成 26年度の予算と平成 27年度の予算で、子どもに対する予算がどう変わっているのか



6 

分かれば良いのです。 

熊谷委員：市の広報ではわからないのですか。 

事務局(課長)：市の広報では大まかなものになるので、会議では抜粋してお示しすることになります。 

萩原(光)委員：利用者負担金というものを、保育園も幼稚園も同じような水準で負担するような仕組

みになると良いと思います。 

事務局(部長)：今回の制度では、おっしゃるような方向に進む方向性が国の指針の中でも出ています。

将来的にはそうした方向に行くと思います。今は、法律ができたという段階なので、まだ見

えてこない部分もあります。 

今村委員：難しい内容で、理解するのに時間がかかるなというのが感想としてあります。保育園に通

う子どもと幼稚園に通う子どもについて、国、県、市でどのくらいのお金が負担されて、そ

の差が生じているのでしょうか。保育園は長時間子どもを預かっているというのもあって、

ある程度市のお金が保育園にいくのは仕方ないのかなという気もしています。一方で、子ど

も一人ひとりに豊かな保育をと考えた場合に幼稚園の予算があまりにも少なければ、そこで

市の補填が必要だということなのでしょうか。 

もう一つ、子育て世帯である私の実感としは、子育てにはこんなにお金がかかるものなのだ

ということです。二人の子どもが保育園に通っていたころは、パートのお給料のほとんどが

持っていかれました。何のために働いているのかと思うこともありましたが、子どもが少な

く、遊び友達もなかなか作れない中で、集団が保障されるというのはありがたいなと感じて

いました。安中市が３人目は無料というのはとてもありがたいと思っていました。無料だか

らというのもありますし、子どもを育てる喜びを知っているお母さんたちは３人目を産んで

います。そういうことにも目を向けていただけると良いなと思いました。 

会  長：今回、保育料について皆様からご意見をいただきまして、色々な仕組みやシステム、また、

市が抱えている負担や持ち出しなども分かったと思います。あわせて、保育園と幼稚園の格

差をどうなくしていくか、というのも課題に出ています。また、保育園は長時間になるので

お金がかかるというのはやむを得ないという話なども出ましたが、新しい制度が平成 27 年

４月から始まりますので、市が提示した方向で動かしてみて、その都度皆様からご意見をい

ただいて、見直しを進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（全員、異議なく承認） 

 

（２）安中市子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画（案） 

事務局（ジャパン総研）から資料の説明 

事務局：今までいただいたご意見等を素案の中に盛り込む形でまとめています。各論の第２章以降に

つきましては、各課の取り組みに関わる部分なので、担当課に更に確認をしていきます。そ

れによって内容も若干変わってくることもございますが、委員の皆様には、今の段階で、何
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かあればご意見をいただきたいと思います。ご意見等につきましては、素案と一緒にお配り

した用紙にご記入ください。この用紙の締め切りは 12 月 5 日としております。ご意見があ

る場合は、ファックスでも郵送でも結構なので提出していただきたいと思います。次回の会

議のときには、それらの意見を反映したものをお示しし、会議で諮っていきたいと思います。

年末年始でご多忙のところかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

（３）その他 

今村委員：以前の資料の中にあったスケジュールにパブコメというのがありましたが、どうなるので

しょうか。 

事 務 局：少しずれることとなります。次回の委員会である程度固まったものをパブコメに出したい

と考えています。 

 

３．閉会 

会  長：本日はお忙しい中、お集まりいただいてありがとうございました。第 6回の子ども・子育

て会議を終わらせていただきます。 

 


