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第２回子ども・子育て会議 会議録（要点筆記）

開催日時 平成２９年２月９日（木）午後 7時～8時５１分
開催場所 南砺市福野庁舎 ２階 ２０１会議室

出席者 西井秀子会長、長谷川邦子副会長、青山喜美子委員、新敷秀子委員、伊豆多都子委員、

猪谷亜希子委員、大蔵博子委員、蟹野正男委員、唐嶋田鶴子委員、河合禄美委員、

北清俊一委員、木村涼子委員、蔵田静栄委員、齋藤優華委員、冨田利通委員、

中田利佳委員、中道實委員、松永晴義委員、山田清志委員（１９名）

事務局 高田勇（教育長）、豊川覚（教育部長）、宗井由栄子（福光保健センター）、武田秀隆、

溝口早苗、吉岡亘、高野あずさ、竹田千亜希（こども課）

欠席者氏名 本多篠依（１名）

傍聴人数 ０名

１．会長あいさつ

会長 今年度第２回目の会議となる。みなさんから忌憚のないご意見をお願いしたい。近年、国や

県、市においては子育て支援事業が最重要課題と掲げて取り組んでいる。南砺市においても子

育て世代、子育て世代予備軍の方々が納得のいく事業が実施できるよう、子ども・子育て会議

としても提案していきたい。

２．協議事項

事務局 資料の確認 会議、会議録の公開について説明。子ども・子育て会議の開催について、保育

園等の利用定員の設定、地域子ども子育て支援事業の変更があったときに開催するとなってい

る。

会長 最初に協議事項（１）平成２９年度の定員と入園申込み状況について。

事務局 資料１に基づき説明を行う。平成２９年度の認可定員と利用定員について説明。

井口保育園については、井口地域において、出生児童数が増加していることを勘案し定員の

増加を提案する。幼保連携型認定こども園福光青葉幼稚園の定員については、入園希望者の増

加に合わせて定員を変更したい旨の申し入れがあり、福野おひさま保育園については、福野地

域、出生児数、就学時前児童数は横ばいであるが、０・１歳児の入園希望が増えており、保育

園間の利用調整をしてもなお年度当初入園児が定員以上になることから、定員の増加を提案す

る。

城端さくら保育園、福野ひまわり保育園、福光東部かがやき保育園については、現在の利用

定員に対する充足率は８０％未満であるが、途中入園希望者を含めると８０％を超えるため、

定員の減については今後の推移を見守り、検討する。

利賀ささゆり保育園、上平保育園については、それぞれの地区唯一の保育園であることから、

需要や見込を勘案しながら検討する。
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会長 今までの事務局の説明での質問について。

事務局 補足説明。平成２９年度の申込を受けて、調整を行っているところである。平成２９年度当

初１９８名の１歳児が入園する。０歳児も当初は２０名であるが、途中入園が７８名となる。

少子化の中でも、小さい子どもの入園が増えてくることから、今回の定員の増加を提案するも

のである。定員の減少については動向を見ながら検討していきたい。

副会長 ０歳児の途中入園が７８名とあるが、１歳になるのを待っての入園か。

事務局 主に育児休暇明けの１歳になってからの入園であり、０歳児クラスの在籍となる。

会長 認可定員が増えることで、どのようなことが変わるのか。保育士の増員にも関わってくるこ

となのか。

事務局 県が保育園を認可する一つの基準として認可定員があり、各年齢の園児の数により保育士の

増員に関わってくる。

会長 補助金の額についてはどうか。

事務局 市の公立保育園等は国・県からの施設型給付・運営費の対象ではないので変わらないが、私

立の認定こども園については、定員が変わることにより補助金（施設型給付）の単価が変わっ

てくる場合もある。

会長 協議事項（２） 平成２８年度の地域子ども・子育て支援事業の状況について。

事務局 資料２に沿って説明する。３（１）施設型教育・保育事業については、わずかではあるが増

加の傾向にある。５．相談支援事業については、（１）利用者支援事業は保健センターが行って

いるすこやか親子相談支援事業のことである。（２）地域子育て支援事業は、市内９か所にある

子育て支援センターの事業のことである。P8の表の訂正について、平成２７年度実績の差異に
ついて、２，１７７人を２，１９７に訂正。利用人数の見込については、今年度子育て支援セ

ンターの「たんぽぽ」、「にこにこ」の２か所において、土曜日と日曜日に子育てサロンを開催

していることにより、増加の見込みとなっている。

６．訪問系事業について。（１）乳児家庭全戸訪問事業については、生後４か月までの乳児が

いる家庭に訪問するもので、保健師が１３２名、母子保健推進員が６９名、助産師が６９名訪

問を行っている。訪問できなかった９名については、相談へ母子で来所、電話等で全数につい

て把握を行っている。

７．通所系事業の（２）一時預かり事業について、０、１歳児の入園が多く、年々減少の傾

向にある。（３）延長保育事業について、平成２７年度の新制度移行に伴い、朝の７時～８時、
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夕方４時から６時までが延長保育とみなされるようになったため、数が増えている。（４）病児

保育事業について、看護師が常駐している６か所の公立保育園で今年度から子ども・子育て支

援給付金の体調不良児対応型メニューとして実施し、受入を行っているため、利用数が大幅に

増える見込みとなる。

（５）放課後児童クラブについて、利用者数と開設箇所数も増加している。平成２７年度新

制度移行に伴い、対象学年を６年生まで拡大したことから３年生まで利用していた児童がその

まま４年生以降も利用している。

８．その他の事業（１）ファミリーサポートセンター事業について、P11内の表の数値を訂
正。２７年度の実績について、年間総利用数と提供量の４４７件を４５８件と訂正する。P5内
の表にも同じ数値があるので、訂正する。利用数の推移について、２７年度の利用数の増加の

要因は、児童館等での延長時の預かりの利用がある。また、幼児の子どもの預かりについて、

２７年度は６０件程度と増加しており、今後も周知に努めていきたい。

（２）妊婦健康診査について、妊婦健診は１４回受けられるが実績から見ると、ひとり平均

１１．６回受診している。

会長 今までの事務局の説明での質問について。

副会長 延長保育の１８時から１９時の利用はどのぐらいあるのか。

事務局 １８時から１９時の従来の分については平成２６年度の２３７人前後で推移しており、平成

２６年度分とほぼ同数と考えている。

A委員 井口地域の放課後児童クラブの開設について、要望書を提出したがその後どうなったか。夕

方の５時頃には終了するので延長して対応してほしいという要望である。

事務局 今年度の秋に井口地域の放課後の子どもの預かりの状況について話し合いを行った。今、井

口地域で行っているのはとやまっ子さんさん広場推進事業であり、対象者を限定せず誰でも来

ることができる場である。放課後児童クラブを導入すると、対象となる児が、放課後の留守宅

の児に限られ、井口地域では少なく限定的になってしまう。井口地域の実情には、さんさん広

場が適しているということをご理解いただいたと思っている。時間の延長についても、地域で

の人材確保をお願いし、井口地域のニーズにあったものとなるよう、市としても協力してきた

いと考えている。

会長 ファミリーサポートセンター事業について。登録している会員数は。需要と供給のバランス

はうまくいっているのか。平成２８年度の５００件の見込について、現在の会員数で対応でき

るのか。

事務局 協力会員は今年度当初１００名程度であったが、その後意向調査を行い協力会員として登録

を継続する会員が７０～８０名程度となる見込である。
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放課後児童クラブの延長時の預かりについては３００件近くあり、協力会員として登録して

いる児童館や放課後児童クラブのスタッフが対応している。

個別の依頼については、子育て支援センターあっぷるやきっずらんどが事務局となっており、

依頼会員と協力会員の調整を行い対応している。

会長 きっずらんどやそれぞれの個別の契約となるのか。

事務局 子育て支援センターあっぷるときっずらんどが事務局であり、南砺市内全域での会員相互の

契約となる。

会長 相談支援事業というのは、市内では保健センターの１か所で実施しているということでいい

か。

事務局 保健センターの他、健康課保健係、平保健センターの３か所で実施している。

会長 P5の利用者支援事業のか所が１か所となっているが。

事務局 この１か所というのは、国の補助事業（子ども・子育て支援交付金の地域子ども・子育て支

援事業）を利用して行っている事業の数として計上している。数としては上がっていないが、

井波庁舎内においても相談機関として女性・こども相談室があり、保育園係でも保育園の入園

にかかる相談や連絡調整に係る支援などを行っている。

会長 次に子どもの貧困支援計画について。計画についてのご意見をいただきたい。

事務局 資料３に沿って、第１章から第３章まで説明を行う。

平成２６年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき、同年８月に「子どもの貧

困に関する大綱」が策定され、閣議決定を受けている。

計画策定において、これまで庁内の関係部署の担当者が集まり、庁内検討委員会を３回開催

している。９月から１０月にかけて、アンケートを実施し、実態の把握と分析を行い、今回の

素案を作成した。素案を先般の教育委員会に提出している。本日の子ども・子育て会議でもそ

れぞれの立場からのご意見をいただき、素案に反映させていきたい。

B委員 対象者が幅広い中で、保護者のアンケートの対象を小学校５年生、中学校２年生とした根拠

について。

事務局 今年度、県内では４つの市で実施しており、アンケートの実施について、実施している４つ

の市でも比較できるよう、県の指導のもと実施した。全国的に先駆けて実施した自治体の内容

や状況をふまえて、この年齢を対象とした。
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B委員 計画の対象者が大学生も含まれるので、そういう方々の現状についてはどうか。

事務局 ひとり親家庭のアンケートの中で、高校生や大学生を持つ親もおり、その中での状況は見え

てくると考えている。

小学校６年生、中学校３年生を対象とする考えもあったが、実施する市と県で協議して今回

はこの学年となった。

C委員 保護者に対して金銭的な支援ではなく、親の精神的な支えが必要なのではないかと思われる。

そのために、親のしつけや親自身が勉強をしてもらうことが必要ではないかと思う。こども

課が主体となって、親向けの講演会などを開催してみてはどうか。

D委員 親の就労支援の中で、学び直しというものがあるが、それは親の倫理観や道徳観を学び直す

ということなのか。

事務局 このなかでの学び直しというのは、保護者が就職に有利な資格等を取得し、ステップアップ

することの事業として考えている。親の家庭教育ということも必要と思われる。こども課だけ

ではなく、社会教育という分野で生涯学習スポーツ課の主催で行うものや、保育園の保護者を

対象とした講演会等の機会もあると考えられる。

A委員 PTAの立場では、学習参観などの機会をとらえて講演会等を企画し、いろいろな方のご助言
を取り入れながら開催してみるが、集まりが悪く困っているところである。

副会長 今回のこの計画は、貧困という家庭に焦点を当てているものか。豊かな育ちというところま

でたどり着けない家庭への支援を考えていくものと思うが。世帯年収３００万円と言う部分に

ついても、子育てにかかるお金、家のローンなど、祖父母が支援できると思うところもあるが。

会長 同居率は高いが、南砺市にも貧困の定義に該当する家庭があるという事実がある。その数と

しては全国に比べると少ない割合と思うが。地域では、貧困ということがとても見えにくい状況

であり、情報としては学校や保育園などで集金の状況や子どもたちの身なりから把握できるもの

はあると思われる。その情報を地域がどのように把握してどのように声かけを行っていくのかと

いうところが個人情報等の問題もあり、共有していくことがとても難しいと感じている。困って

いる人が発信できれば、話を聞くこともできるが、そのようなことについて隠そうという気持ち

が大きいので、地域での問題としてとらえにくい。

B委員 来年度から高齢福祉推進員が地域福祉推進員となり、活動の範囲も広くなる。

副会長 貧困がとにかく見えない。生活が厳しい状況でもそれなりのものを持っていると外見上は分
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からない。虐待よりも見えにくいかもしれない。

会長 ひとり親家庭の親は時間的な余裕が持てない。今回のアンケート結果からも気持ちの余裕の

ない状況が明らかに見えている。逼迫している状況にどのように手を差し伸べ、計画を効果的

に実施していけるようなものを盛り込んでほしい。貧困等の定義だけではなく、基本的な理念

を具体化していくときにどうつないでいくのかという手だてが計画の中に欲しいと思う。

事務局 庁内の検討委員会の中でも、貧困の実態が見えにくいという現状も聞いている。いろいろな

ところで相談を受けている内容について、連携しながら貧困というところにも取り組んでいき

たいと思っている。

B委員 個人情報の取扱いがやはり難しい。

副会長 地域の活動の中で助成や支援できるような制度があっても、その家庭が該当するのかどうか

ということが、市に聞かないと分からないことが多くある。いいと思って紹介しても、空振り

になってしまうこともあり、相手の気持ちを逆なでてしまうこともある。

会長 このような場に集まっている委員のみなさんには守秘義務が課せられている方もおられると

思う。こういう集まる機会を持って、情報共有ができる場が持てればいいと思うが。

主任児童委員として学校訪問をする時、学校で把握した困難を抱えている家庭の情報共有を

行うこともある。お互い信頼関係を持ちながら、支援を行っていきたいという気持ちがあるの

で、守秘義務を遵守した上で支援をしていかないと施策として実を結ばないと思う。

E委員 保健センターで行っている乳児全戸訪問事業では、家庭訪問を行ってその家庭に入っていく

ことができるので、いろいろな状況が見えてくると思う。

事務局 それぞれの立場で関わって支援を行っている。地域においては対象を絞って関わることがな

かなか難しい現状があり、誰でも来ることができる居場所づくりなど、誰でも対象となる活動

が必要ではないかと考えている。

事務局 資料３ 第４章、第５章について説明

会長 今の説明で質問は。

前向きな文言も多いが、計画が計画倒れにならないよう、一歩でも具現化しひとりでも多く

の子どもに救いの手を差し伸べて、豊かな生活が送られるという思いで計画し、施策化したい

という思いは伝わる。二人の委員からは、こういう状況に陥らないような親の教育が必要とい

う意見もあったので、こういうことを別のところでも親の生活の自立を促す体制づくりの構築

を目指していただきたい。
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再就職のスキルアップは県の事業でもいろいろとやられているが、精神的に自立した親となる

ことが、子育ての中でもとても重要なことであり、子ども・子育て会議の中でも強く考えてい

きたいと思う。

F委員 医療費の助成について。福祉医療費の請求書（ピンクの用紙）が呉西でも利用できるように

なるということであるが、高度な医療が受けられるのは呉東にあるため、高額な医療費をいっ

たん支払わなければならない。立て替えて払っても、償還されるまでタイムラグがあるので、

貧困という観点からも県内の全ての病院とはいかなくても、高度な医療が受けられる病院だけ

でも、福祉医療費の請求書（ピンクの用紙）が使えるようになればいいのではないかと思う。

C委員 この新規の事業をしていくにあたり、予算づけはどのようになっているのか。

また、地域との連携を求められるが、地域のほとんどの組織はとても忙しくて目一杯な状況で

あるので、地域へ負担をかけるような方法は避けてもらいたい。

G委員 保育料の負担軽減について。全部の子育て世帯に軽減が行き渡るようになってほしいと思う。

事務局 負担軽減については、今、再検討を行っているところである。

会長 南砺市の子どもたちが夢と希望が持てるような施策になっていってほしいと思う。

事務局 貴重なご意見を盛り込み、素案を見直していきたい。

７．閉会のあいさつ

副会長 ４月から高齢福祉推進員が福祉推進員となり、高齢者だけではなく、地域の全ての人を対象

とした活動となる。行政の施策の意図が分かりにくいこともあり、こういう会議の場でいろい

ろと話し合うことで行政の思いなどを知ることができるので、今後もこういう場を通してやり

取りをしながら、地域での活動を行っていけたらいいのではないかと思う。

教育長 保育園に入園できるかどうかという問題、子どもの貧困問題が全国的にも大きな問題となっ

ている。この貧困支援計画の策定は、県内では４市で取り組んでいるが、貧困計画の策定は例

も少なく、どこから取り組めばいいのかと案を出したところである。現時点では素案であるが、

今日の会議でいただいたご意見をもとに、素案が案となるようにしていきたい。

民生委員・児童委員の方々でも貧困というものを把握しづらい現状にあり、この段階ではま

だことばも足りず、具体的ではない状況である。具体的な案が出てくるよう再度練り直して考

えていきたいと思う。親への啓発をどうしていけばいいのか、ということについても、親の就

労支援というところを少し組み替えて、親の学び直しということも入れていきたい。

８：５１ 終了


