
平成２８年度第１回旭川市子ども・子育て審議会  議事概要 

 

○開催日時 平成２８年７月６日（水） １８：３０～２０：５０ 

○開催場所 旭川市子ども総合相談センター２階 研修・会議室２ 

○出席委員 （１８名）荒木関委員，上原委員，大橋委員，沖委員，小林委員，斉藤委員， 

佐々木委員，佐藤（繁）委員，佐藤（貴）委員，芝木委員，清水委員，諏訪

委員，武田委員，徳島委員，宮﨑委員，山村委員，山根委員，吉川委員 

○欠席委員 （２名）井代委員，三橋委員 

○事務局  子育て支援部 稲田部長，品田次長，舘次長 

子育て支援課 子育て企画係 田村係長，紺野主査，村上主査 

      こども育成課 堀内課長，飯森主幹， 

             こども育成係 田上係長 

             保育給付係 上田係長              

こども事業係 工藤係長 

母子保健課 阿保課長 

子ども総合相談センター 石原所長，片山副所長，上出主査 

愛育センター 金内所長 

        

○議事概要 

 １ 開会 

 ２ 議事 

（１）報告事項 

  イ 「旭川市通年制保育園に係る幼保連携型認定こども園の整備・運営事業者の選定

結果について」 

・イ－資料１について事務局より説明した。 

 （事務局） 

  ・事業者選定に先立ち，昨年１１月に第１期分の選定時と同じ委員で構成された選考

委員会を２回開催し，公募要項や評価基準等の審議を行った。また，本年３月に開催

した４回の選定委員会では，対象となる通年制保育園の保護者にも各施設１名ずつ，

委員に加わっていただき，４地域４事業者の選定を行った。 

・選定結果については，永山地域１は，社会福祉法人旭川水芝会，永山地域２は，社

会福祉法人旭川保育会，近文・住吉・春光地域は社会福祉法人のぞみ会，東光地域は，

社会福祉法人旭川松の木会の４者を事業予定者として決定した。 

・第２期の今後のスケジュールについては，現在，国から補助金の内示を待っている

ところであり，内示後，今年度中には園舎の工事着工，平成３０年４月からの新園舎

での開設を予定している。 

  ・前回の審議会で報告した第１期分の東鷹栖，西神楽，東旭川の３か所の進捗状況は，

前回報告した内容と大きな変更はなく，順調に計画どおりに進んでいる。今後，９月

頃に在園児の保護者を対象として，改めて新たな施設への入園手続などについて，説

明会を開催する予定であり，来年度４月の転園がスムーズに行えるよう準備を進めて



いる。 

  ・現在，通年制保育園で勤務している保育士のその後の再就職についてですが，６月

末で新たな施設との勤務に関する話し合いを終えていただき，ほとんどの保育士は，

新たな施設での勤務が決まっている状況にある。また，就職が決まっていない一部の

保育士についても，就労しない，できないなどの理由を把握しており，自己都合など

で保育士として今後，勤務をしないという理由がほとんどだった。今後についても，

勤務先が決まってない人はもとより，決まった人の就労条件などについても，丁寧な

相談などを行っていく。 

（A委員） 

・質問等がなければ，報告を受けたこととする。 

 

ウ 「就学前教育及び保育についての各種基準の見直しに関する専門部会の調査審議

結果について」 

  ウ－資料１～５について事務局より説明した。 

（事務局） 

・本部会は，就学前教育・保育についての各種基準の見直しに関する調査審議を行

うため，平成２７年度第３回の本審議会において機関決定し設置した。当初，平成

２８年２月からの調査審議を予定していたが，国の政省令の改正が予定よりも遅れ

たため，４月下旬の開始となり，３回の調査審議を経て，５月１２日付けで答申を

いただいた。この答申を踏まえ，平成２８年６月の議会において，保育料負担軽減

の拡充及び保育士配置基準の弾力化に関する関係条例の改正等を行った。 

 ・今回，改正を行った制度の概要は，ウ－資料２の「多子世帯及びひとり親世帯等

に対する保育料負担軽減の拡充概要」として，年収約３６０万円未満相当の世帯に

ついて，従来の多子軽減における年齢の上限を撤廃するとともに，ひとり親世帯等

について負担軽減措置を拡大し，第１子は現行の半額，第２子は無償化とした。ま

た，認可外保育施設についても，待機児童解消の一翼を担っていただいていること

など，保育の受け皿としての役割を果たしている面があること等から，市独自の取

組として，認可施設同様に保育料の負担軽減を図ることとした。これらの負担軽減

については，平成 28 年 4 月 1 日に遡及して適用し，認可保育所等については，今

月中旬頃から順次，変更決定，還付の手続を進めていく。 

・個別事項としては，１の「施設型給付を除く幼稚園」については，幼稚園就園奨

励費において，国基準どおりに，ひとり親世帯等の軽減を新たに実施することとし

ている。 

・２の「保育所等」については，本市の独自軽減の仕組みを残しつつ，国基準と同

様に負担軽減を実施する。 

・３の「通年制保育園，へき地・季節保育所」の多子世帯については，第 2子以降

は 2 分の１とする取扱いとしている。 

・４の「私立認可外保育施設」については，今回新たに実施することとなるが，保

護者からの申請に基づく補助を予定し，多子世帯については，第 2子以降 2分の１

補助で補助限度額を月額 11,000 円とし，ひとり親世帯等については，第 1 子を 2



分の１補助で補助限度額を月額 11,000 円，第 2 子以降全額補助で補助限度額を月

額 22,000円と設定して実施する。今年度の申請受付開始は 9 月頃を予定し，以降，

3 か月毎に補助申請を受ける形で実施する。また，通年制保育園，へき地・季節保

育所を含め認可外保育施設の保育を必要としない 3歳未満児については，対象外と

した。なお，各施設の保育料負担軽減拡充内容については，ウ－資料３のとおり。 

 ・ウ－資料４の「認可保育所等における保育士の配置基準の弾力化」については，

近年，全国的に待機児童対策として，保育の受け皿拡大を大幅に進めている状況の

中で，保育の担い手確保は本市においても喫緊の課題となっており，国において，

保育における労働力需要に対応するため，緊急的・時限的に保育士配置の弾力化を

可能とする省令の改正が行われ，本市としましても，保育の質を落とさずに，保育

士の配置要件を一定程度柔軟化することで，保育の担い手の裾野を拡げ，保育士の

勤務環境についても改善を図るため，関係条例の改正を行った。 

 ・改正内容は，原則，国の基準どおりに改正を行った。 

・「①朝夕の保育士配置の弾力化」として，朝・夕等の子どもの人数が少ない時間

帯において保育士配置基準の算定上 1 人の配置で良い場合であっても，最低限 2人

の保育士配置が必要となるが，このうち 1 人については「一定の要件を満たした保

育士以外の者」でも配置を可能とした。 

・「②幼稚園教諭，小学校教諭等の活用」として，保育士数の 3 分の１を超えない

範囲で，幼稚園教諭は主に 3 歳から 5 歳，小学校教諭については主に 5歳の保育に

従事することを可能とし，それ以外の年齢の保育に従事する場合は子育て支援員研

修の受講を条件とした。 

・「③加配人員における人員配置の弾力化」として 11時間開所に対し保育士 1 人の

勤務時間が 8 時間であることから，この差を埋めるため，配置基準を上回って配置

する職員等の加配される人員に対し，「一定の要件を満たした保育士以外の者」で

も配置を可能とした。 

・保育の質の確保としては，「一定の要件を満たした保育士以外の者」を配置する

際には，子育て支援員研修の受講を条件としたところであり，幼稚園教諭等の各教

諭についても，低年齢児保育に対応する場合は，子育て支援員研修の受講を条件と

した。 

・ウ－資料５の「子育て支援員研修」について，子育て支援員は，平成２７年度に

国で創設された全国共通の認定制度であり，その仕組みとしては「基本研修」及び

「専門研修」を修了し，「子育て支援員研修修了証書」の交付を受けることにより，

子育て支援員として，保育に従事できる。当該研修事業については，保育士配置の

弾力化に当たり，保育の質を確保する上で，子育て支援員研修の受講を条件とした

ことから，一定程度の回数と種類が必要と考え，受講しやすい環境を整えるため，

本市において委託により実施することとした。研修は年 2 回程度の実施を予定し，

今年度は，秋と冬の 2回の実施に向け準備を進めている。 

（B委員） 

   ・保育士の配置基準の弾力化について，保育の担い手を確保するため，子育て支援

員を育成するという理解でよろしいか。 



  （事務局） 

・国の基準に上乗せする形で，保育士以外の者が従事する場合には，子育て支援員

研修を受講してもらうこととしている。 

  （B委員） 

   ・子育て支援員研修は，どのぐらいの時間を受講するのか。 

  （事務局） 

   ・子育て支援員研修は，実地が必要な「地域型保育コース」と「一時預かり事業コ

ース」は４０時間，「放課後児童コース」は１７時間と定められている。全てのカ

リキュラムを修了した者を子育て支援員として認定する。 

（A委員） 

・質問等がなければ，報告を受けたこととする。 

 

ア 旭川市子ども総合相談センター（以下「センター」という。）の開設後の運用と活

動について 

  ア－資料１～資料６について事務局より説明した。 

（事務局） 

・ア－資料２の「子ども総合相談センターの所管事業」については，子育て相談課

からの移管分が中心だが，地域支援の部分で子育て支援課から，特別支援教育セン

ター機能，不登校いじめ相談などが教育委員会から移管されている。個々の事業内

容についての説明は，子育て支援部の概要に記載しているため割愛する。 

 ・ア－資料１の「子ども総合相談センターにおける事業等の実施状況について」は

１の人員体制について，４月に人事異動があり，臨時，嘱託を含め３４名体制で運

営している。昨年度と比較すると，正職員は保健師，保育士がそれぞれ１名増え，

嘱託職員については，特別支援教育センター所長分の減員もあり，トータルで１名

減となり， 臨時職員については，増減なしとなっている。全ての職員を合算した

トータルでは，旧体制と比較して１名の増員であり，若干ではあるが，正職員にシ

フトした体制となっている。 

・２の相談支援としては，子どもからの相談専用電話として，こどもホットライン

を，審議会の意見も踏まえ，フリーダイヤル化して設置した。４月下旬にカードを

市内の小中学校の全児童生徒に配布したが，利用件数が少ない状況にある。ちなみ

に北海道教育委員会でも相談ダイヤルを設けているが，こどもに限定していないた

め，利用件数は１日１０件程度で，大人６：子ども４という割合と聞いている。予

算の都合もあり，ホットラインは１回線のみのため，話し中で繫がらないことを危

惧し，小中学生子どもに限定したが，利用が少ないことから，例えば，高校生への

周知を行ったり，又はカードの作り直しもあるので，今年度は難しいが，保護者向

けにもフリーダイヤルを利用できるようにするなどの見直しも検討している。 

  ・日中，仕事などで相談ができない方のため，月曜日と木曜日に夜８時まで夜間電

話相談を実施している。これらの開設日時については，旧特別支援教育センターの

開設日時を踏襲している。夜間電話相談の体制は，正職員１名と発達相談１名，家

庭児童相談１名の３名体制で実施しているが，こちらも件数が非常に少ないため，



周知活動などを積極的に行う必要があると考えている。 

・発達支援業務の充実として，従来，就学児童の発達相談については，保育士や教

員免許保有者が対応し，医療職が, 対応することはなかったが，例えば，言葉の問

題であれば，愛育センターからの派遣を受けて言語聴覚士が個別相談を行うように

なった。 

 ・職員研修は座学も必要だが，職員は保育所や学校勤務の経験はもちろん，医療機

関や児童発達支援事業所などでの勤務経験がある職員も多いことから，より実践的

なものとして，個別事例についてのカンファレンスを中心とした研修会を実施して

いる。また，就学前，就学後の円滑な繋ぎといったことから，今まで別々の書式で

あった記録様式を統一し，カルテのように個人単位で管理できるように改善した。 

・乳幼児健診などで発達に課題があるとされた乳幼児などを対象に，小集団の中で

の遊びを通じて，親子の愛着形成や子どもの状態の認識を促す取組として平成２６

年度から親子教室を実施している。平成２７年度は第２庁舎で２グループ，神楽児

童センター，永山児童センターでそれぞれ１グループの合計４グループで実施した。

平成２８年度については，グループ数は変えていないが，第２庁舎での実施を止め，

センターで１グループ，そして公共交通機関を利用する方も少なくないことから，

利便性の高いフィール旭川で１グループ実施している。また，受入人数の拡大とい

うことで，センターとフィール旭川のグループは定員を１０名から１２名に増員し

た。現在の利用状況としては，全グループほぼ定員を満たしている。相談件数は減

少しているが，親子教室や巡回相談の充実などにより，相談できる場が増え，分散

していることも考えられる。 

・児童虐待，いじめ・不登校対策の強化で，児童虐待への対応としては，起きてか

らの対応ということもあるが，先般の児童福祉法の改正においても，予防対策の強

化が重要視されており，妊娠期からの支援対策が求められている。 

・ア－資料３の「妊娠期からの支援について」は，国の補助事業になるが，ハイリ

スク妊婦などに対して，関係機関と協力しながら支援プランを策定し，きめ細やか

な支援を行う利用者支援事業母子保健型をセンターで所管している。嘱託職員の保

健師はこの事業に充てている。 

・地域を対象とした児童虐待に関する講座については，民生児童委員の地区代表者

会議などの場を通じて，児童虐待の講座などを実施しているとのアナウンスをして

いることもあって，地区民生児童委員協議会などからの研修依頼があった。昨日も

保育所関係団体からの依頼があった。出前講座などにも応じているので，そういっ

たアナウンスも様々な場を通じて実施していく。  

・いじめ・不登校については，教育委員会にあった相談機能をセンターに統合した

が，いじめ，不登校相談センターのすべての機能を移管している訳ではなく，いじ

めであれば，学校に対する指導，対策全体の取組の方向性に関する部分，不登校で

あれば特別支援学級への措置，適応教室への通級などは教育委員会で権限として所

管しており，相談に関する部分との連携が必要だと考える。個々の相談ケースにつ

いては必要に応じて連携しているが，対応の充実や職員のスキルアップのため，月

１回の打合せを実施している。相談件数は大きく変わっていないが，平成２８年度



は，学校の登校状況などを把握するため，ケースの状況確認を４，５月の２か月で

実施したことから，相談件数が分散している。 

・３の研修事業としては，ア－資料４「平成２８年度研修事業計画」に最新のもの

を掲載している。実施済研修会は，主にこれまで特別支援教育センターで実施して

いたもので，「ペアレントトレーニング」や「産後ママの健康講座」は，今年から

新たに実施する。 

・研修事業の見直しとしては，近隣８町への研修案内を行ったほか，新たに児童デ

イ発達関係者を対象者に加えた研修を実施した。どちらも参加者は増え，児童デイ

の関係者は多い時で２０名以上参加している。子育てに関する関係者のレベルアッ

プという点では一定の成果がある。 

・４の地域支援における地域の親子の居場所づくりとして，親子教室や，相談の待

ち時間などに地域の親子の遊び場としてプレイルームを開放している。プレイルー

ムの一般開放利用者は，利用して遊ぶ親子が口コミで増えており，未就園の子ども

専用の児童館のような形で気軽に利用してもらっている。更に子育てサークルの活

動場所としても提供している。 

・子育て支援センターについては，現在市内９か所に設置しており，親子の交流の

場として，専属の支援員を２名配置し，相談に応じたり，遊びの提供も実施してい

る。 

より専門的な相談に応じるため，愛育センターからの派遣なども受けながら，作業，

理学，言語などの専門職が年２回相談会を実施している。今年度は，保健師と心理

士を加え，年３回の派遣とした。 

・地域子育て関係団体に対する支援として，先程の児童虐待等に関する研修会の繰

り返しになるが，研修会の開催や地区民生児童委員協議会，婦人部会などのほか，

昨日は通年制保育園関係者に対して，児童虐待，発達支援に関する研修会を実施し

た。 

・子育て情報スペースへの育児サークルの案内の掲示と合わせて，例えば，子育て

関係団体や学校などとの橋渡し役として，学校関係のイベントを保育所・幼稚園に

発信したり，子育て関係団体のイベントを学校や民生児童委員に発信するお手伝い

を実施している。また，地域の求めに応じて，児童虐待や発達支援に関する出前講

座も行っている。 

・研修会議室の利用実績は，全体の利用数とうち利用申請の必要のない内部利用に

ついて記載した。例えば，この審議会は内部利用としてカウントしている。陶芸教

室等を含め，内部利用をカウントすると，６月であれば４０コマ，１５％の利用率

となる。一般利用も７月以降予約が入っていることから，施設の認知度が上がって

増えている。 

・５のその他として，広報の６月号で４ページの特集記事を掲載し，施設を詳しく

紹介した。また，４月にＦＭりべーるで１５分程度インタビュー形式で施設の紹介

を行った。ア－資料５の「子ども総合相談センターに関する外部への説明実績」に

あるように，子育て関連団体，民生児童委員協議会，医療機関関係者等の会合等で

施設概要を説明した。 



・開設記念講演について，本来であれば開設と同時に実施ということもあったが，

５月１５日（日）に記念講演会を実施し，教育は脳を変えるをテーマに旭川医科大

学の高橋先生に講師を依頼した。非常に盛況で，中央中学校駐車場やグランドを使

用 

して駐車スペースを確保した。 

 ・今年度の取組予定として，長期休業期間中の学習スペースを提供する。特別支援

のための 陶芸教室は，学校が夏休み，冬休みは活動休止のため，第３研修室を開

放し実施する。このことについては，今月の広報やフィール旭川で周知する。 

・地区担当制の導入として，意見交換会で地域と顔の見える関係が必要との御意見

もあり，相談室の統合にかかる調整のため，年度当初からは難しかったが，１０月

頃から実施する予定。手法としては，家庭児童相談の相談員は８名だが，非常勤の

ため２名１グループが適当とし，４地区に分けて地区担当制を実施する。 

・研修情報等の発信として，研修はセンターの機能の柱の一つと考え，現在は，ホ

ームページでセンター主催の研修会を掲載している。今後は，市内，近郊で様々な

機関で行われる子育て，教育に関する研修会を集約し発信することを検討している。 

・新たな研修事業の企画として，これまで実施した研修会は旧特別支援教育センタ

ーでの実施分が主で，新規の研修会は４本である。年度の後半に向け更に検討する。 

・子育て支援センターの子育て講座の開催として，現在は，子育て支援センターに

職員を派遣し，子育て相談を実施している。更に，シリーズで子育て講座などを小

規模で実施する。 

・スーパーバイザーによる対応事例等の検証等として，施設の運営に関して，専門

的見地から指導・助言をいただくことを目的に医師，弁護士をスーパーバイザーと

して依頼している。今後は対応事例検証などを行いながら，業務の質の向上，職員

のスキルアップを図っていく。 

 ・特定妊婦等に係る産科医療機関との意見交換会の実施として，利用者支援事業の

母子保健型を実施していく上で意見交換会を行う。 

 ・今後の検討課題の一つに児童相談所の設置に係る検討がある。これは，平成２８

年５月に改正児童福祉法が成立し，増加する児童虐待への対策について様々な対策

が求められることとなった。特に中核市における児童相談所設置については，当初，

国の意向では２年以内必置の記載だったが，中核市長会との意見交換を経て，５年

以内とトーンが落ち，最終的には５年以内に設置できるよう必要な措置を国が講じ

るとの規定内容となった。５年以内に設置か，５年以内に検討をするかは条文から

は読み解けない。 

 ・現状で中核市は平成１８年に横須賀市と金沢市の２市のみ設置しているが，本市

も含め他都市が設置しない理由としては，一般財源の持ち出しや，専門職員の確保

などが課題となっている。いずれにしても国の支援策次第となるので，それを注視

しながら検討する。また，他の中核市についても５年以内に設置する方針のところ

は皆無と聞いており，ほぼ本市と同様のスタンスにあると思われる。 

 ・特別支援を要する子どもの支援として，障害があると思われるにも関わらず，特

別支援保育を受けられていない現状があり大きな課題として認識している。また，



これまでもそれらの子どもを市が認定する仕組みづくりについて提言を受けてい

ることから，早急に検討が必要だが，仕組みづくりと合わせて，予算確保が大きな

課題である。進捗状況は，先進事例を研究しながら，予算要求に向けこども育成課

と協力しながら対応を進めている。 

 ・駐車スペースの確保として，子ども総合相談センターには，身障者用も含め１５

台の駐車スペースがあり，通常の相談等の来客であれば賄えるが，研修会などでは

足りず，中央中学校の駐車場も使用可能であるが，平日の昼間であれば常時１５台

程度の空きであり，合わせて３０台ぐらいしか駐車スペースがない。このようなこ

とも施設の利用が伸びない要因となっている。今後は，施設外構部分を活用して，

駐車スペースを確保できるかどうかなどを工事費用などを勘案し検討する。 

 ・地域における支援機能の充実として，少子化，核家族化が進む中，家庭における

保育力が低下していることから，地域で子育てを支える仕組みづくりが必要であり，

そのために，子育て支援センターの機能充実や民生児童委員等に対する研修会など

を実施するものの行政だけでできることには限界がある。町内会や市民委員会，民

生委員などの地域力を活用した取組が必要だと考え，手法については検討を進めて

いるが，なかなか難しい。全てを丸投げでお願いするわけにはいかないことから，

予算要求も含め検討する。 

（C委員） 

 ・教育委員会から入手した資料の相談窓口一覧にセンターの記載がないが，教育委

員会とは，本当に連携が図られているのか。 

（事務局） 

 ・教育委員会とは連携を図っているが，書類などの記載内容については，チェック

が不十分だった可能性がある。 

（C委員） 

 ・教育委員会と連携を図っているところが見えてこない，大変だとは思うが，もう

少し連携を図ってほしい。 

（事務局） 

 ・このセンターの立ち上げに当たっては，教育指導課などと幾度も打ち合せを行っ

てきている。不登校・いじめの総括的な部分や，適応指導教室などは教育委員会の

所管であり，役割分担をしながら実施している。資料の件など連携していることが

見えないということであれば，改めて教育委員会に確認したい。 

（D委員） 

 ・昨年度，センターを立ち上げるための意見交換会で議論したことから，旭川市の

オリジナルのセンターが開設すると思っていたが，現状では，少々物足りない印象

を受けた。グランドデザインを持っているのか。 

 ・今後の検討課題に書かれている「特別支援を要する子どもの支援」とは，センタ

ーではなく，こども育成課の課題ではないのか。 

（事務局） 

 ・何をもってグランドデザインというかは難しいが，現在は，移管された事業を確

実に遂行した上で，センターとしての独自の取組を追加することを考えている。 



 ・「特別支援を要する子どもの支援」については，療育に結びついていない例もある

ことから，こども育成課と連携し，仕組みづくりの一端を担うことを想定している。 

（D委員） 

 ・ア－資料１に記載されている４月から６月の活動は，必要なことだと思うが，セ

ンターが開設され，相談場所が１か所に集約された利点が見えてこない。ぜひ，グ

ランドデザインを引き続き検討してほしい。 

（E委員） 

 ・単なる課の引っ越しにしか見えないのが残念だ。今年度，実施するものと次年度

以降実施するものなどの中・長期的な計画を示してほしい。 

（事務局） 

 ・センターの開設に当たっては，平成２５年度に基本構想と基本計画を，平成２６

年度に実施計画を策定しており，その中で，「子どもからの SOSへの対応」，「子ど

もや子育てに関する不安の軽減」「子どもたちの日常生活環境の安定化」など目指

すべき方向性を明確にしている。その方向性は今後も変わるものではないし，ある

意味ではそれがグランドデザインに当たるのではないかと思う。そうした目標の実

現に至るまでの計画を整理するというのは，なかなか困難だが，センターには，「相

談支援機能」，「研修機能」，「地域支援機能」の３つの機能が位置付けられており，

今後ともその充実に向け着実に取り組む考えを持っている。 

（E委員） 

 ・ア－資料１の「今後の検討課題」には，そうした役割・機能に基づいた課題が記

載されるのではないか。 

（A委員） 

 ・第２回子ども・子育て審議会には，センターの役割・機能に基づいた現状と課題

の資料を提示してほしい。 

（F委員） 

 ・資料は，現状において，取り組むことができているものと今後取り組むものなど

がわかるように整理すると良い。 

（G委員） 

 ・センターは，どのような人が相談にくる場所なのか見えてこない。相談しやすく

なるような施設づくりを行ってほしい。 

（H 委員） 

 ・子育てサロンの存続のことなどを相談したいが，相談しづらい雰囲気がある。 

（E委員） 

 ・民間で実施しているこども相談室「きらきら星」の活動は把握しているか。 

（事務局） 

 ・「きらきら星」の開設の際，相談を受けているが，活動実績は把握していない。 

 

（E委員） 

 ・「きらきら星」では，４月から１９件相談支援している。いじめが８件，子育てに

関すること２件，セクハラが３件，DV による子どもへの影響が３件，性暴力が１



件，性虐待が２件となっている。 

 ・外部の研修活動も必要だが，センター内の職員の相談支援に対するスキルの向上

を図ることも必要なのではないか。 

（I 委員） 

 ・次回の審議会では，子ども相談専用ホットラインや夜間電話相談などの相談結果

を示してほしい。また，できれば教育委員会に対する相談の実績について整理して

ほしい。 

（事務局） 

 ・資料について整理してみたいと思うが，教育委員会の件については，教育委員会

への確認が必要。 

（E委員） 

 ・市立保育所の在り方及び市保育士の人材育成に係る方針で８月に進捗状況を報告

することになっているが，報告はいつ頃になる予定か。 

（事務局） 

 ・今年度の取組事項について，保育士のワーキングで協議している最中であり，８

月の審議会には間に合わない見込み。年明け後の審議会を目処に報告したい。 

（A委員） 

 ・いろいろな意見があったが，８月に開催する審議会では，先ほどの資料も含め再

度，このことについて報告いただきたい。 

 

 ３ その他 

   青少年施策に関する専門部会の臨時委員の変更を説明した。 

 

 ４ 閉会 

  


