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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  令和元年９月２７日（金）午後２時～４時

開催場所  南砺市役所井波庁舎 ３階多目的ホール

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、北清俊一委員、斉藤優

華委員、城岸栄委員、中川加夜子委員、福江怜委員、増田玲子委員、森田正人委員、山田

政寛委員、横山一乃委員、（１３名）

事務局   松本謙一（教育長）、村上紀道（教育部長）、河原洋子（福光保健センター所長）、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）、嶋田

沙由里（こども課）、重原智恵（こども課）

欠席者氏名 荒井有紀委員、尾田慎一郎、河合朱希代委員、斉藤和枝委員、本多篠依委員、山田誠委員、

横山昌俊委員（７名）

傍聴人数  0 名

１．あいさつ 

会長   国連の気候変動サミットでは、１６歳の女の子が温暖化対策について「私たちの将来を大人

がこわすな」と演説し、話題になっている。また、児童虐待やあおり運転、オレオレ詐欺、被

災者への詐欺など、日本人の心がすさんでいる話題が多い。来年度からの第２期子ども・子育

て支援事業画策定に向けて、６月の第１回の会議ではニーズ調査の結果報告を行った。このニ

ーズ調査の結果等を受けて、本日は素案が示されている。この計画は、将来の子どもたちにと

って、重要な意味合いの計画であるため、委員のみなさまのご意見をいただいて、すばらしい

計画に仕上げていきたい。

２．協議事項

事務局  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）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）

の素案について。

事務局  最初に、素案の構成内容について説明。

前回６月の第１回子ども・ 子育て会議の骨子案として示した資料からの変更点等を記載し

ている。第１章『計画策定にあたって』では、「計画策定の背景や趣旨」、「国の制度改正の内容」

等の基本的な事項を記載しており、第２章『子ども・子育て支援の現状と課題』では、アンケ

ート調査結果や統計資料を基に、「人口と子ども人口の状況」、「子育て家庭の状況」等をグラフ

分析するとともに、アンケート調査結果から見た課題と第１期計画の施策・事業の評価を記載

している。第３章『計画の基本的な考え方』では、「計画の基本理念」、「計画の方向性」等を記

載しているが、第１期計画の体系を再編している。第４章『施策の展開』では、第３章の施策
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体系の４つの基本目標、１１の基本方針に基づき、重点施策や主な事業を記載している。

この資料の右下にも赤字で記載してあるとおり、第３章と第４章の関連性が強いので第４章

と第５章を変更して、第４章に『施策の展開』をおいて、第３章と並べている。第５章の、『子

ども・子育て支援の事業展開』では、すべての子どもに向けた質の高い教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業を推進するため、各事業の量の見込みや提供体制の確保の内容を記載し

ている。第６章『計画の推進体制』では、「計画の推進」、「計画の進行管理及び計画の点検・評

価」等の推進体制を記載しており、そのあとは、資料編として、幼児教育・保育の無償化等に

ついて記載している。

第１章から第２章、第６章以降については、前回の内容と概ね変更はない。

第３章～第５章については前回との変更もあり、重要なポイントと考えているので、この後

で第３章～第５章について、詳細を説明していく。

会長   今の事務局の素案の構成内容の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

     特に意見なし。

会長   次に第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画（素案）の第３章から第４章について。

事務局  第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画（素案）の第３章から第４章の説明。

第２期計画では、子どもが育つ環境づくりで重視すべき基本理念は変わらないとの考えのもと、

第１期計画の理念「子どもたちの明るい未来をともに築き子育ての喜びや夢を分かちあうまちづ

くり」を継承する。 

第１期計画の内容を見直し、４つの基本目標を柱として、今後５年間で何を重点的に実施すべ

きかという観点から、１１の基本方針に基づき総合的に施策や事業を推進していく。 

基本目標１：未来をひらく子育ち支援「未来の人づくり」 

基本方針１：生きる力を育む幼児教育・保育の充実 

基本方針２：幼児教育・保育を支える人材・組織の育成 

基本方針３：幼・保・小の連携の取組推進 

基本目標２：子育てを担う家庭への支援「家庭の子育て力への支援」 

基本方針４：妊娠・出産から子育てへの切れ目ない支援 

基本方針５：家庭の子育て力を支援 

基本方針６：子育て家庭への経済的支援 

基本目標３：地域や企業における子どもと家庭への支援「社会全体で子育てを支える環境づく

り」 

基本方針７：地域における安全安心な子育て支援の充実 

基本方針８：企業等における子育て支援の充実 

基本目標４：配慮が必要な子どもと家庭への支援「ひとりも取り残さず健やかに育つ環境づく

り」 
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基本方針９：児童虐待防止対策 

基本方針10：特別な支援が必要な子どもと家庭への支援 

基本方針11：子どもと貧困対策の推進 

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   施策・事業の表に評価があるが、説明をしてほしい。 

事務局  第１期計画の評価については、32 頁に施策の進捗評価を行っているが、目標を達成している

が「A」、推進を「B」、現状維持が「C」、停滞が「D」としており、第１期計画では実施してい

ない新規事業は新規、「－」については、現在実施しているものの第１期計画に記載がないもの

である。

会長  「子育て」と「子育ち」があるが、表現が分かりにくい。また、「外国につながる」というのも

どのような意味合いなのか。

事務局  「子育て」とは大人への支援であり、「子育ち」とは子育て支援を中心としながらも社会がど

のような条件を整備していけばいいのかという視点で作らせていただいた。あくまで、子ども

を中心に据えての考え方である。また、「外国につながる」という表現については、在日外国人

や外国人と結婚された方等を含んだ表現として使用している。注釈を付けたいと考えている。

会長   説明を聞けばそうかと思うが、色々な方がみるので、分かりやすく注釈等をつけてもらえれ

ばと思う。国が使っている表現なのか。

事務局  国の基本指針で使っている言葉である。 

副会長  私も違和感を持った。検討していただければと思う。 

事務局  確認して検討する。 

Ａ委員  「アドバイザー」とあるが、南砺市では現在設置していないのか、またどのような人がなる

のか。

事務局  現在、「アドバイザー」はいないがそれに近い形の指導保育士はいる。47 頁にあるように指導

保育士以外にも検討しながら対応していく。

Ｂ委員  重点施策で父親の育児参加を推進していくようだが、「イクメン」という言葉を多用しない方

がよいと思う。特別なことをしているわけではないので、父親ハンドブック等で良いのではな
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いか。あえて、「イクメン」という言葉を使う必要はないと思う。

事務局  「イクメン」という言葉ついては、ケースバイケースで対応していきたいと思う。 

会長   「イクメン」、父親の参画とは、男女共同参画でも使われていると思うが、関係性はどうなの

か。

事務局  男女共同参画の計画内容を確認し、相互に推進していくことになる。その中で事業を担当課

と協議していく。

会長   56 頁に性別役割分担等の記載もあるので、男女共同参画の視点は重要であると思われる。

事務局  南砺で暮らしません課と連携し進めていく。 

Ｃ委員  アドバイザーの件に触れられたが 47頁に非認知スキル等の記載もあり、なかなか数値で表せ

ないこともあり、アドバイザーには自然に関わっている方とかも就いて良いと考える。

Ｄ委員  幼児期に自然に触れ合っている子どもは自然の知識等にも長けているようで、普段の保育の

中で様々なことに触れられることは生きる力を養うのに重要なことだと思う。保育施設が統合

して人数が多くなり、遊んだり出かけたりするのが困難かもしれないが、自然体験ができる取

組は大切なことだと思う。自然に触れ合うようなカリキュラムを取り入れてほしい。

会長   これらの話は「子育ち」につながるのか。 

Ｄ委員  週末に親子で楽しめる野外活動等は絆を深めることでもあるので、「子育ち」につながると思

う。

副会長  前回の計画よりも「子育ち」を原点として、力を入れていると感じ、良い計画になっている

と考えている。施策の１・２では、子ども自身のことについて触れられている。また、保育園

の力量や家庭の子育て力にも触れられている。ただ、市がやることだけ書かれていて、市民が

何をやるのかということが書かれていない。他の計画では市民の役割等も記載されている。子

ども・子育て支援事業計画は、市だけでやれるかというとそうではないと思う。

事務局  市としての立場をお示しするものである。 

副会長  実際にこの計画をどこに配置するのか。 

事務局  市の関係団体に配布される。地域や企業の方を巻き込んで計画を作成していきたい。
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副会長  市民がその気にならないと実践できないと思うので、どこかで市民とつながることがなけれ

ばいけないと思う。46頁に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の 10 項目」とは具体的に何

なのか。

事務局  「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の 10 項目」について、注釈を記載する。 

副会長  49 頁の乳幼児期に子どもを家庭で育てていない方がいるのか。表現を考えてほしい。 

事務局  表現を検討していく。 

Ｅ委員  協働ということで全員参加で色々な取組みをしている訳であり、一つの理想形に向かって進

んでいくということだと思うが、みんなでやっていく中でそうでない人たちとの整合をどう図

っていくのか。スウェーデンの少女が国連で発言したが、彼女は発達障害で、スウェーデンで

は彼女のような人を押さえつけずに育てている。日本ではどうなのか。理想が違う方でも参加

しやすい環境がどこかであってほしいと考える。協働のまちづくりを掲げる上では必要なので

はないか。

会長   大事なことであるが、難しい話である。第５章の説明もあるので次に進みたい。 

   次に第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画（素案）の第５章について。

事務局  第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画（素案）の第５章の説明。

教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業については、67 頁の上段に記載してあるとお

り、保護者を対象にしたニーズ調査の結果や国が示した手順等に従い、68 頁（３）子ども人口

の推計や、69 頁の家庭類型別児童数の推計等も考慮して、南砺市の地域や特性を検証しながら、

70 頁以降のニーズ量の見込みや確保方策の推計等を行っている。確保方策や 2020 年度以降の見

込みを中心に各事業について説明する。なお、2019 年度の利用者数等の実績がまだ出ていない

状況での推計なので、今後、変わっていくこともある。

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。

Ｆ委員  65 頁に地図があるが、具体的に名前の入った施設を配置した方が見やすい。先ほどの 10 項

目についても、82 頁の利用者支援事業の中で身近な場所とあるが、身近な場所とは何か、また

関係機関とはどこか、欄外でも良いので例示されると良いと思う。

事務局  地図については、施設名も入れていく。また、身近な場所等のわかりにくい表現も例示して

いく。
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Ｃ委員  認可外保育施設についても地図に入れてほしい。 

事務局  地図に施設名を入れていく。 

会長   ニーズ調査を実施して課題も示されたわけであるが、全て網羅された計画となっているのか。 

事務局  必要なものについては対応している。 

会長   すべてではないということか。施策のどこかには反映されているという理解で良いか。 

事務局  施策のどこかに反映させているという理解で良い。 

Ｇ委員  小規模多機能自治でも取り組んでいかなければならないと感じており、頑張っていきたい。 

Ｈ委員  91 頁のファミサポの利用率が低いが、確保方策として利用方法がわからない方へどのように

アプローチするつもりか。

事務局  協力会員の方との交流事業を子育て支援センターや児童館で実施している。普段預かる方の

顔が見えるような取組やお話をする機会を設ける取組を実施して、必要になった時に預けるイ

メージを抱けるようにしている。

Ｉ委員  とやまっ子さんさん広場について、どのような団体がどのように実施しているのか知りたい。

また、南砺市がどのようにサポートしているのか教えてほしい。

事務局  放課後児童クラブの対象者とならない方が多く、放課後児童クラブが組織できない地域など

で実施していただいている。県と市の補助事業で実施しており、場所は地域の公民館や公共的

施設を中心に行っている。

Ｉ委員  とやまっ子さんさん広場は、放課後児童クラブや放課後子ども教室とは、内容は変わらない

と考えて良いのか。

Ｃ委員  寺子でも実施しているが、放課後児童クラブや教室では体験できないことも実施していたり

する。さんさん広場ごとにプログラムが任されているので、小規模多機能自治との兼ね合いで

どのようにタイアップできるのか期待はしている。

Ｊ委員  保護者が預けやすい等の事業がほとんどである。子ども達がゲームやユーチューブばかりで、

家庭に帰ってから親子で過ごせるような取組も必要かと思う。目も悪くなっているようなので、

それらに対する対策等も盛り込んでほしい。
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Ａ委員  27 頁に遊び場の提供とかもあるが、まだ足りないのか。 

事務局  身近な公園であるとか屋内施設等の要望がある。 

Ｊ委員  児童館でも様々な遊びを提供しているが、親子で一緒に遊ぶことが必要であると考える。 

事務局  親子で過ごす時間についても検討して計画に盛り込んでいきたい。 

副会長  自分の子ども時代がそうだったからという連鎖もある。親が子どもと向き合うことが大切だ

と思う。

Ｈ委員  学童になってから突然親が時間を作れるというものではない。幼児期から親が子どもとどの

ように関わるのか、年齢に合った関わりとかふれあいが必要である。０歳児でも言葉は話せな

くても何を言っているのかはわかるので、子育て支援センターなどにも足を運んでもらって、

赤ちゃんの時からふれあいの時間を作ることが必要だと思う。

Ｅ委員  少しでも早く預けてという時代なのかもしれないが、私はそういう考えではない。公共施設

に集まる支援だけでなく、子どもが親と過ごす時間が必要なのであれば、そのような家庭等へ

の支援についても将来的に考えてほしい。

副会長  最後に協議事項（２）その他について。

事務局  今後のスケジュール予定等について説明。

副会長  事務局の説明について、質問や意見を聞かせてほしい。

     特に意見なし。

副会長  これで会議を終了したい。

３．閉会のあいさつ 

副会長  本日は、貴重な時間を裂いていただき、積極的なご意見をいただいた。これらの意見を検討

して、次回（１１月）の修正案を作成してほしい。また、今後気付いた点等があれば、こども

課へ連絡してほしい。

教育長  この計画が良い計画になると感じてうれしく思っている。今回、「子育ち」という言葉をあえ
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て使用した。子どもは、いろいろなものに興味を示し、少しでも良くなりたいという好奇心で

いっぱいである。市民全体が子どもたちをみんなで支えていく南砺市であればいい。今日の会

議で、子育てに関係のない市民にも理解してもらうことが大切だと感じた。南砺市では、「ＳＤ

Ｇs」に取り組んでいる。自分だけではなく、みんなのことも考えられる温かい支援が必要であ

る。本日いただいた意見をもとに１１月までに修正していく。長時間にわたり協議いただき、

ありがとうございました。

                                       午後４時 終了


