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第１回子ども・子育て会議 会議録（要点筆記）

開催日時  令和元年６月２５日（火）午後 7時～8時 50分
開催場所  南砺市役所福野庁舎 ２階２０１会議室

出席者氏名 三谷直樹会長、西井秀子副会長、磯辺文雄委員、内山真寿美委員、尾田慎一郎、河合朱希

代委員、斉藤和枝委員、斉藤優華委員、城岸栄委員、中川加夜子委員、福江怜委員、本多

篠依委員、増田玲子委員、山田誠委員、山田政寛委員、横山一乃委員、横山昌俊委員（１

７名）

事務局   松本謙一（教育長）、村上紀道（教育部長）、河原洋子（福光保健センター）、武田秀隆（こ

ども課長）、溝口早苗（こども課）、吉岡亘（こども課）、谷戸仁美（こども課）

欠席者氏名 荒井有紀委員、北清俊一委員、森田正人委員（３名）

傍聴人数  0名

１．あいさつ 

教育長  今年度は、第１期子ども・子育て支援事業計画の５年計画のうちの５年目となる。この会議

は、これまでの４年間の反省を踏まえ、来年度からの第２期子ども・子育て支援事業計画を作

る大事な会議である。委員のみなさまの智恵をお借りして、南砺の子どもたちや子育てする保

護者にとって良い方向となる会議にしていきたい。

会長   来年度からの第２期計画策定に向けて、昨年度はニーズ調査を行った。国の働き方改革や、

男女雇用機会均等法、外国人の入管法の改正等すべてが、子育て環境に影響している。この少

子高齢化時代において、宝物である子どもたちがいかにすくすくと育ってくれるかということ

を第２期計画に盛り込むために、委員のみなさまの活発なご意見をいただきたい。

２．協議事項

事務局  新委員の紹介、資料の確認、会議の公開等について説明。

会長   最初に協議事項（１）令和元年度の利用定員と認可定員について。

事務局  資料１について説明

令和元年度の利用定員と認可定員については、本年２月に開催した、平成３０年度第３回南

砺市子ども・子育て会議で、ご協議いただいたとおり、福野青葉幼稚園が、８０人から１５人

増の９５人に変更している。

また、この資料の左側には、令和元年度の利用定員を記載しており、資料の右側には、平成

３０・３１年度の認可定員や各年度の４月１日・３月３１日現在の児童数及び見込みを記載し

ている。３１年４月１日現在の児童数は、認可定員に達していないが、令和２年３月３１日の

児童見込数については、途中入園が多くあり、認可定員を超える園がいくつかある。また、認

可定員には及ばず、年間を通して、認可定員の８０％未満となる園もある。これらの園につい
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ては、令和２年４月１日現在の児童数の見込みによっては、本年度末開催予定の子ども・子育

て会議で、定員変更の協議をしていくことになる。

会長   今までの事務局の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

     特に意見なし。

会長   次に協議事項（２）南砺市子ども・子育て支援事業計画の平成３０年度実績について①地域

子ども・子育て支援事業の平成３０年度実績について。

事務局  続いて資料２について説明。

子ども人口の推計について、平成３１年の０～１１歳の合計数の実績は４，０６０人で、平

成３１年の当初計画推計値の３，９３５人よりも１００人以上多くなっている。これは、移住

定住制度等子育て支援施策の効果があったと考えている。

施設型教育・保育事業について、教育施設では、市全体としての就学前児童数は減少してい

ますが、認定こども園の需要が高くなっており、昨年度に比べて、１号・２号認定の人数が増

加する傾向にあり、当初計画値を大きく上回っている。保育施設では、昨年度に比べて、就学

前児童数の減少等により、２号認定の人数が減少しているが、低年齢児の年度途中からの入園

が増加していることから、３号認定の人数が増加しているため、保育施設についても当初計画

値を上回っている。

地域型保育事業について、（１）小規模保育事業、（２）家庭的保育事業（３）事業所内保育

事業（４）居宅訪問型保育事業については、現在南砺市では実施していない事業であり、富山

県内でも（３）事業所内保育事業を２か所で実施している以外は実施していない事業である。

（３）の事業所内保育事業にある「企業主導型保育事業」については、第１期計画以降に国が

新設した事業のため、第１期計画には上がっていないが、第２期計画には追加していく予定で

ある。

利用者支援事業というのは、福光保健センターで実施しているすこやか親子相談支援事業の

ことである。

地域子育て支援拠点事業は、公立８か所と私立１か所の市内９か所で行っている子育て支援

センター事業のことで、出生児数の減少や、低年齢児（０・１・２歳児）の保育園等への入園

が増加し、子育て支援センター利用対象者（未就園児）数が減少しているため、年々減少する

傾向にあるが、今後も、利用対象者に PR等周知を行っていきたいと考えている。
乳児家庭訪問事業とは、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に

関する情報提供等を行う事業のことである。平成３０年度の訪問率は９４．３％であるが、す

べての方の状況把握に努めている。

養育支援訪問事業とは、養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問して、家庭の

適切な養育の実施を確保する事業のことである。年々支援が必要な家庭が増加している。

一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、一



- 3 - 

時的に預かり、必要な保護を行う事業のことで、平成３０年度の利用数は、４，０８５人と年々

減少している。ここでも、０・１・２歳児の保育園等への入園が増加してきており、一時預か

りの需要が減っていることが主な要因の一つである。

延長保育事業とは、保育認定を受けた子どもが、通常の利用日や利用時間以外の日、時間に

おいて、保育園等で保育を実施する事業のことで、平成３０年度の利用者数は、６６０人で、

昨年度とほぼ同数である。当初推計値よりも大幅に増加しているのは、新制度への移行に伴い、

夕方６時～７時だけではなく、保育短時間認定の利用者では、早朝７時～８時、夕方４時～６

時の保育も延長保育事業となったことにより、増加しているためである。

     病児保育事業とは、保育認定を受けた子どもが保育園等の専用スペースで、看護師等が一時

的に保育等を行う事業のことで、南砺市では、病気回復期の児童に対応する「病後児保育対応」

と、保育園等に来て体調が悪くなった「体調不良児対応」を実施している。「病児保育事業」に

ついては、現在は実施していないが、今年の１０月から南砺市民病院内で実施する予定である。

放課後児童クラブとは、保護者が昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に、児童館等

を利用して適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図る、いわゆる学童保育のことである。

利用者数はほぼ横ばいの傾向である。

ファミリー・サポート・センター事業とは、児童の預かり等の援助を受けることを希望する

者と、援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、利用の調整を行う事業の

ことである。放課後児童クラブ等の延長対応を行ったことにより、利用数が減少している。

妊婦健康診査とは、妊婦の健康の保持及び増進を図り、安心・安全な妊娠・出産を迎えられ

るよう、健康状態の把握等を実施するとともに、妊娠期間中の必要に応じた医学的検査を実施

する事業のことである。年間交付者数は３００人を割り込み、受診率も受診票を使い切らない

ケースが多くあるため、減少している。

会長   今までの事務局の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

会長   一時預かり事業の利用数が減っているが、これは、女性の就業率が伸びているため、一時預

かりよりも保育園等への入園の需要が増えているからか。

事務局  一時預かり事業は、市外からの里帰り出産等もあるが、母親の就業による保育園の入園が大

きな要因である。

A 委員  家族形態の変容も要因の一つではないか。おじいちゃんやおばあちゃんに見てもらうと安心
である。

会長   母親の就業率や、祖父母との三世代同居等、考察にデータがあればわかりやすい。

事務局  第２期計画に向けて反映できるよう、しっかりと考察をしていく。

B 委員  ファミリー・サポート・センター事業で、子育て中の保護者が協力会員になっている例はあ
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るか。

事務局  児童館の職員以外で、子育て中の保護者が協力会員になっている例はある。

B委員  ファミリー・サポート・センター事業は、日曜日も行っているか。

事務局  日曜日も行っている。

B委員  ファミリー・サポート・センター事業が、周知されていないのではないか。

副会長  この制度があって協力会員がいて、この制度があって利用できることが保育園や小学校の保

護者に周知されていないのではないか。

事務局  ファミリー・サポート・センター事業については、今でも周知に努めてきているが、機会を

とらえて周知・PRに努めていく。

会長   子育て支援ガイドブックは、保護者に配布しているか。

事務局  未就学児と小学校１年生の保護者に配布している。

副会長  子育て支援ガイドブックに記載されているが、なかなか確認できない。保護者会や小学校の

入学説明会等で制度を口頭で説明する機会があればよい。

事務局  昨年度は、保健センターの健診時に PRしている。今後は、保護者会や小学校の入学説明会等
で周知する機会を検討していく。

C 委員  私の園にもファミリー・サポート・センター事業のポスターが張ってあるが、説明はしてい
なかった。今後、保護者会等で説明していきたい。

会長   次に協議事項（２）南砺市子ども・子育て支援事業計画の平成３０年度実績について②平成

３０年度 次世代育成支援施策展開の進捗状況について。

事務局  資料３について説明。

     次世代育成支援施策展開は、５つの基本目標のもと、１５４の事業を掲げている。

この資料は、平成３０年度の進捗状況について、担当課による自己評価結果をまとめたもので

ある。

C 評価（取り組みの強化が必要）以下の事業について説明する。進捗が滞っている事業につ
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いては、第２期計画の策定に向けて、課題を整理して進めていく。

会長   今までの事務局の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

D委員  基本目標に、「南砺の風土、自然、文化のなかで、子どもたちが健やかに育つまちづくり」と
あるが、「南砺の風土、自然、文化」を活用した具体的な施策が見当たらない。

事務局  「南砺の風土、自然、文化のなかで」は、計画の全体にかかる表現なのでわかりにくい。第

２期計画では、わかりやすい表現となるよう検討していく。

会長   次に協議事項（３）第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）

の策定について①第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画の骨子案について。

事務局  第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画の骨子案について説明。

資料４の１ページ目は、「第１期南砺市子ども・子育て支援事業計画」と「第２期南砺市子ど

も・子育て支援事業計画」の構成内容、いわゆる「もくじ」の比較を示している。基本的には、

「第１期南砺市子ども・子育て支援事業計画」をベースにしていくことを考えている。

第１期計画の構成内容を左側に記載しており、右側には、第２期計画の構成内容（案）を記

載している。右側部分の赤字で記載しているのが、今回の変更（案）である。

第１章では、国の制度改正のポイントの追加等を考えており、第２章では、ニーズ調査の調

査結果から見た課題や、第１期計画の施策や事業の評価の追加を考えております。

第３章では、次世代育成支援対策推進法に関する施策体系図の一部修正を考えている。

第４章では、先程、資料２でも説明したとおり、新規事業である、企業主導型保育事業を追

加したい。

   第５章では、備考欄にあるとおり、「施策の方向」に基本指針の改定や児童虐待防止法等の改

定に伴う対応施策の追加や、子どもの貧困対策関連施策の拡充を考えている。

   資料４の２ページ目は、「概要版」の裏のページにも記載してある「施策体系図」（案）を示

している。

基本理念は、変更しない。基本目標は、先程ご意見をいただいたとおり、今後検討していく。

主要施策・施策の方向についても、赤字部分を中心に修正していく。

「施策の方向」では、国の制度改正に伴う、幼児教育の無償化の追加や、「南砺市子ども貧困

支援計画」に対応した子どもの貧困対策等の推進や、企業主導型保育事業の推進の追加等が主

な修正案である。

資料４の３ページ目からは、平成３０年度に行ったニーズ調査の結果報告書から、「調査結果

からみた現状と課題」の部分を抜粋した資料である。

    まず、１ページの結果１では、子育て環境や支援に対する保護者の満足度は、１割台が満足

度が低いと回答していることから、すべての保護者の視点に立った施策の検討が必要であると

いうこと。結果２では、子育てに関する施策の充実度は高いが、身近な子どもの遊び場が充実
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していないということ。結果３・結果４では、孤立した育児環境にある保護者や、気軽に相談

できる方がいない方に対して、個々のニーズに則した子育て支援のあり方や、地域活動のあり

方等についても検討が必要であること。結果５では、母親の就労率は約９０％と高いため、平

日の７時台～１９時台までの事業運営や、平日以外の支援体制も必要であること。結果６では、

定期的な教育・保育事業を利用していない家庭が１１％となっていることから、幼児教育・保

育の無償化等に伴う、低年齢児の利用増加を見込んだ事業量の確保が必要となること。結果７

では、放課後児童クラブはニーズが高く、放課後児童支援員等の確保のために、事業のあり方

について検討の必要があること。結果８では、子育て支援センターの利用が少なく、周知方法

等、利用者の視点に立った事業のあり方について検討が必要であること。結果９では、育児休

業満了時（原則１歳到達時）から施設を利用できる環境を整えることが必要であること。結果

１０では、少子化対策として望まれるものは、「経済的負担の軽減」や「子育てに理解のある職

場環境」となっており、ワークライフバランスの実現に向けて企業への周知や連携の在り方を

検討する必要があることの以上１０の課題があげられている。

   これらの課題について、少しでも解決していけるように、第２期計画に盛り込んでいきたい

と考えている。

会長   事務局の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

B委員  市のホームページに、ニーズ調査の結果を掲載すればどうか。

事務局  本日の会議資料として、市のホームページに掲載する。

C 委員  女性の就労率が高くなり、保育園等に預けている時間が長くなっている。充実した施設も大
切だが、企業に呼びかけて就労時間を選択できるようにしてほしい。そうすれば、もう少し、

母親と子どもとの時間が増えるのではないか。

B 委員  大事な時期に子どもといっしょにいたいと思うが、仕事を休めず、子どもを保育園等に預け
ざるを得ない状況である。

事務局  今後は、働き方改革等、企業の理解が必要となるので、企業に呼びかけていく。

E委員  第２期計画案に認可外保育施設の表記が無い。

事務局  幼児教育・保育の無償化においても、認可外保育施設も支援の対象となっているので、第２

期計画に記載していく。

会長   次に協議事項（３）②今後のスケジュールについて。
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事務局  今後のスケジュール予定等について説明。

会長   事務局の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

会長   子ども・子育て支援事業計画は、南砺市総合計画とはリンクさせていくのいか。

事務局  リンクさせていく必要があると考えている。

最後に協議事項（４）その他について。

事務局  その他の協議事項はなし。

会長   これまでの事務局の全体の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

F委員  父親は、家の家事ならできるが、子どもとの接し方が難しく、わからないことが多い。男どう
しでは、なかなか話をしないので、育児を勉強できる機会を設けてほしい。

事務局  子育て支援センターでは、イクメン応援事業を開催しているが、今後は、ニーズを把握して

講座等を開催していきたい。

B 委員  子どもが保育園に入園すると、子育て支援センターには行かないので、情報がない。保育園
や幼稚園、小学校でも父親の講座をやってほしい。

事務局  保育園や小学校の父親の講座について、今後、検討していく。

会長   協議事項の量が多くて充分な議論ができなかったかもしれないが、これで会議を終了したい。

今後、気付いた点等があれば、こども課へ連絡してほしい。

３．閉会のあいさつ 

副会長  内容量の多い会議であるため、委員のみなさんが勉強する時間が必要なので、会議資料をも

う少し早く配布してほしい。本日は、貴重な活発な意見をいただいた。この意見を反映させて、

次回（９月）の第２期計画案につなげてほしい。

                                     ８：５０ 終了


