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平成２９年度第３回旭川市子ども・子育て審議会 議事概要 

 

 

○開催日時 

平成２９年１２月２０日（水） １８：３０～１９：５０ 

○開催場所 

旭川市第二庁舎 ３階 問診指導室 

○出席委員（１６名） 

荒木関委員，井代委員，伊東委員，大橋委員，岡田委員，沖委員，斉藤委員，佐々木委員，

佐藤(繁)委員，芝木委員，清水委員，鈴木委員，諏訪委員，関委員，武田委員，宮﨑委員 

○欠席委員（４名） 

 上原委員，佐藤(貴)委員，德島委員，吉川委員 

○事務局（２０名） 

 子育て支援部 品田部長，竹内次長，谷口次長，舘次長 

 子育て支援課 田村補佐 

子育て企画係 村上主査，岩本 

 子育て助成課 金内課長 

 こども育成課 飯森課長，金主幹 

        こども育成係 田上係長 

        こども事業係 工藤係長 

        保育給付係  上田係長 

        新旭川保育所 高橋所長，石井主査 

近文保育所  多田所長，金内主査 

神楽保育所  武田所長 

 母子保健課  阿保課長 

 子ども総合相談センター 石原所長 

 

 

○議事概要 

 

１ 開会 

２ 議事 

（１） 協議事項 

 

≪協議事項ア 平成３０年度子育て支援部予算要求について≫ 

 

（Ａ委員） 

・本日の議事は，協議事項１件と報告事項３件である。 

・協議事項ア「平成３０年度子育て支援部予算要求について」，事務局から説明を。 
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（事務局） 

・はじめに，本市全体の予算編成の状況であるが，財政状況は地方交付税等に大きく依存し

た構造となっており，そうした国からの財政措置が平成２７年度以降，激減していることか

ら，新年度については，財源確保のために市の貯金に当たる「財政調整基金」を相当取り崩

さざるを得ないということを前提としながら，予算編成作業を行っている。 

・平成３０年度の子育て支援部の予算要求では，喫緊の課題に対応するため，大きく３点の

考え方を，予算要求の方向性としてまとめた。 

その１点目は，「保育環境の充実」であり，これまでは保育所及び放課後児童クラブの待

機児童の解消を優先課題として取り組んできた。一定の目途がついたが，保育所における年

度途中での待機など，解決すべき課題もあることから，引き続き待機児童の解消に取り組む

とともに，今後は，保育の質の確保及び各種保育サービスの充実にも取り組んでいきたい。 

２点目は，７月に開催した子ども・子育てプラン見直し検討部会において指摘いただいた，

第８次総合計画にある「結婚，妊娠，出産，子育てなど切れ目のない支援」のうち，特にこ

れまで支援内容が手薄であった産後から乳児期のサポートに関するものである。 

最後に３点目は，国や道でも現在，力を入れている，「子どもの貧困に関わる施策」で，

特に経済的支援等の充実である。 

・子育て支援部全体の一般会計予算としては，約１９８億円を予算要求している。 

それでは，新規事業や拡充事業の内容について，資料に基づき説明する。 

 

・１点目の「保育環境の充実」である。 

 まずは，「待機児童解消」に係る取組であるが，本市の保育所などの待機児童は，本年 

１０月１日現在では４２人と，昨年の同時期と比較して３０人の減となっている。 

今年度の施設整備などにより７５０人程度の定員増を図ることで，来年４月１日には，国

定義の待機児童ではあるが，ゼロを達成できるものと考えている。ただし，年度途中の待機

児童の解消までには至らないものと考えており，平成３０年度についても，老朽化した施設

の整備などにより，引き続き待機児童の解消に取り組んでいく。 

・「私立認可保育所等建設補助金」 

認可保育所等の整備は，平成３０年度は認定こども園の増改築や増築，２か所の整備計画

に対する補助金を要求している。６５人程度の定員増を見込んでおり，また，小規模保育事

業１か所の開設に係る補助金も要求している。 

・「放課後児童クラブ開設費」 

放課後児童クラブの待機児童については，本年５月現在でゼロとなり，現在まで待機児童

の解消を維持している。しかし，年度当初ではある程度の待機児童が生じることも予想され，

また，定員を超過して受入れを行っている児童クラブも一部で生じていることから，平成 

３０年度は新規開設５か所を見込むほか，民間事業者による放課後児童健全育成事業の実

施に対しても新たに６か所の補助を要求している。 

・続いて，「保育の質の確保」である。 

これまで取り組んでいる研修事業なども引き続き予算要求しているが，保育士不足解消

へ向けた取組を平成３０年度においては，重点的に取り組んでいく。 

・「保育士確保事業費」 
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旭川市内の保育士不足の解消，離職防止，首都圏や札幌など市外への人材流出抑制を目的

として，新たに養成校を卒業した旭川市内の保育所等に勤務する若手保育士の生活を応援

するための家賃補助として，国の補助事業も活用し実施する「保育士生活応援補助金」につ

いて要求している。 

・「子育て支援員研修費」 

 この事業はこれまでも実施しているもので，研修を受けた子育て支援員が園児の見守り

など補助的な業務に従事することで，保育士がその専門性を活かして業務に従事できるよ

うになり，保育士の負担軽減に繋がるというもので，昨年度に引き続き要求している。 

・次に，「多様な保育サービス」に係る取組である。 

・「病児保育事業費」 

 児童の病気の急性期において，保護者の仕事等の事情により家庭で保育できない場合や

近親者に看てもらうことができない場合に，一時的にその児童の保育や看護を行う病児保

育事業を保護者の両立支援を行うためのセーフティーネットとして，既存の病後児保育事

業と連携を図りながら新たに実施するための費用を要求している。 

・「特別支援保育事業補助金」 

 現行は，心身に障がい等を有する児童について特別支援保育を実施するため，特別支援の

児童を受け入れている保育所及び認定こども園の保育士の加配に要する経費に対し補助を

行っているが，これに加え，医療機関からの診断等がなく，特別支援保育の対象となってい

ない場合でも一定の補助を行うことができる制度の創設について要求している。 

・「幼稚園等一時預かり事業補助金」 

 特別支援保育事業補助金と同様に，幼稚園等についても，要支援児を対象とした認定を行

い，また，幼稚園型一時預かり事業での要支援児の受け入れに要する経費の一部補助につい

て要求をしている。 

・「子育て支援ナビゲーター活動費」 

 就学前の児童を持つ保護者に対し，多様な保育ニーズや個別の状況に最も合った保育所

や幼稚園等や保育サービスの情報提供を行うため，引き続き子育て支援ナビゲーターを配

置し，庁舎内での相談のみならず育児サークルなど地域に出向いて活動をするための要求

をしている。 

 

・次に，２点目の「妊娠期からの切れ目ない支援の強化」である。 

・「児童家庭相談事業費」 

 児童とその保護者等からの相談を受け，助言，指導等の対応，支援を行っている児童家庭

相談事業費において，産後うつの予防などを目的として，心身の不調や育児困難を抱える妊

産婦への新たな支援である「産後ケア事業」について要求している。 

・「出産支援推進費」 

 母子健康手帳の交付，妊婦健康診査への助成を実施する「出産支援推進費」では，産後２

週間と産後１か月に「産婦健康診査」を新たに実施するための経費を要求している。 

・「私立保育所等一時預かり事業補助金」 

  保護者の就労形態の多様化や緊急時の対応，育児の心理的負担を解消するため，一時的に

保育所で預かる事業に要する経費の一部の補助を行っているが，平成３０年度においては，
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新たに，保護者の育児の疲労や負担等を軽減するため，小規模保育事業での定員の余剰を有

効活用し，保育所等を利用していない０歳児の余裕活用型一時預かり事業の実施に要する

経費の一部補助について要求している。 

 

・次に，３点目の「子どもの貧困対策」である。 

・「子ども医療費助成費」 

 子どもの医療に関する経済的負担を軽減することにより，疾病の早期発見と早期治療を

促進し，子どもの健やかな育成を図ることを目的として行う事業であるが，本市独自助成で

ある小学生の通院，中学生入院に係る医療費助成に加えて中学生の通院に係る医療費の助

成を拡充しようとするものである。 

・「高等学校等振興費」 

  私学振興と経済的負担の軽減を図ることを目的に，全日制の私立高等学校が入学者に対

し行う入学一時金減免に対する補助や，教材教具及び教職員研修に対する経費の一部の補

助を実施しているが，新たに，通信制課程の私立高等学校の入学時に負担する費用の減免に

対する補助を要求している。 

・「子どもの未来応援費」 

 全ての子どもたちが安心し，希望をもって成長できるよう，子どもの居場所である「子ど

も食堂」の実施団体等への助成や，児童養護施設の子どもや里子に対する直接的な支援を行

っているが，新たな事業として子ども食堂立ち上げ支援講座の経費を要求している。 

 

・続いて，「その他」の子どもの主体性を育むための取組である。 

・「あさひかわっ子☆夢応援プロジェクト」 

 旭川市子ども条例の目的である「子どもの夢や希望を市民全体が支えるまちの実現」に向

け，子ども自身が夢や希望を持ち，主体的な取組を通して多様な経験をするための支援とし

て，子ども達から，将来の夢や希望を叶えるために「今，チャレンジしてみたいこと」を募

集し，発表・提案内容を審査の上，選考された企画に対し，必要な支援や費用を助成する新

たな事業として予算要求している。 

・「（仮称）放課後の児童の居場所づくり事業費」 

 保護者の就労状況等に関わらず全ての児童を対象として，放課後の安全で安心な居場所

を確保するとともに，家庭や学校以外の「第三の居場所」として，多様な大人との関わりや

学習支援，スポーツ・文化活動等の体験機会を提供し，子どもの社会性を育むとともに，子

どもが安心して暮らすことができる環境づくりとして，児童センター未設置エリアにおい

てモデル的に小学校１校で放課後子供教室を実施するための予算要求をしている。 

・次に，社会の一員としての意識を育む取組として「私の未来プロジェクト事業」，子ども

の育ち，子育てを支援する地域づくりの推進として「地域子育て支援拠点運営費」・「地域子

育て活動支援費」の事業をこれまでと同様に実施するため，予算要求をしている。 

・次に，「子ども基金充当先」。子どもや子育てに関する事業に活用するため，旭川市子ども

基金があるが，その充当先として，①災害遺児を扶養している者に対する手当の支給，②子

どもの職業体験イベントである「あさひかわキッズタウン」の運営費，③小中高生等を対象

とした出前講座・体験学習，④出産後の家庭を対象にしたオリジナル絵本の配付，⑤子ども
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食堂などの子どもの居場所づくりへの支援，育児院への子どもへの進学等支度金の支給，⑥

あさひかわこどもーるという子育て情報サイトの運営費，⑦あさひかわっ子☆夢応援プロ

ジェクトの７事業で，充当額は約１千４百万円を予定している。 

 

・最後に，「その他」である。 

・「育英資金貸付金及び母子福祉資金等貸付金の変更」 

  大学及び専門学校への修学時貸付について，貸付時期の早期化，また，大学等の授業料納

付時期である年２回に合わせて貸付回数の変更，それに伴う１回当たりの貸付額の増額を

予定している。 

・「育英事業基金の取り崩し」 

  育英事業基金には，多くの皆様から寄附が寄せられているが，現状では，基金に積み，そ

の運用益を育英事業の貸付金の原資として活用している。寄附者の善意を鑑み，寄附金を直

接育英事業に活用するため，育英事業基金を取り崩し，事業費に充てることを予定している。

また，将来的には，この基金を活用して，給付型奨学金制度の創設も検討したいと考えてい

る。 

・「こども向け屋内遊技場（もりもりパーク）の遊具の更新及び新規導入に係る募金箱の設

置について」 

 もりもりパークについては，オープンから６年が経過し，市内外より年間１２万人以上の

利用がなされている。遊具の経年劣化なども見られ，現在までメンテナンスを行いながら運

用している。今後の遊具の更新や新規導入に際しましては，多額の経費が必要となることが

予想されるところであり，その一部に充て，子育て及び子どもの育ちを支援することを目的

として，誰もが手軽に参加できるよう，もりもりパークに募金箱の設置を予定している。 

 

・以上が平成３０年度の予算要求に係る主な概要である。 

冒頭でもお話したとおり，これらの予算につきましては，現在，査定中であり，結果次第

では実施できないものもあるかと考えている。この場では，子育て支援部の考え方，事業の

内容等について意見をいただき，事業の実施あるいは今後の事業構築の際の参考にしたい

と考えている。 

 

（Ａ委員） 

・事務局からの説明について，質問や意見はあるか。 

 

（Ｂ委員） 

・３ページの「放課後の児童の居場所づくり」は，小学校低学年と高学年のいずれを対象と

しているのか。また，本事業はモデルということであるが，指導者を育てていく考えか。 

 

（事務局） 

・低学年と高学年を区切ったわけではなく，全学年を対象に行いたいと考えており，放課後

子供教室では，保育の必要性があるなしに関わらずに参加していくことを想定している。 

・指導者については，社会教育部や学校教育部とも今後連携を図りながら，様々な形での関
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わりや体験をしていくような形をとっていきたい。 

 

（Ａ委員） 

・その他に何かあるか。 

 

（Ｃ委員） 

・二点お尋ねしたい。まず一点目は私立認可保育所の建設について。 

平成３０年度に認定こども園が２か所，それから小規模は１か所の整備を予定している

ということで，冒頭の話であったように待機児童は来年おそらくなくなるであろう。その前

提で，さらに８０名ぐらいはまだ定員枠が増えるということで，場所によっては定員を充足

できないケースも想定されるのではないか。 

先日，秋田県の先生から，全市的に定員を２０名減じているという話があった。旭川市は

今まで待機児童の解消のために，全ての園で定員を増やしてきたが，今後は定員を減少させ

なければいけない場合もあると思う。 

その場合，認定こども園と認可保育所では扱いが異なると思うが，園の運営に支障がない

形で，定員を減少したいという園があった場合は，旭川市のエリアごとにその特徴であると

か，世帯の構成などに配慮した定員の見直し等について尽力いただきたい。 

・二点目，子どもの貧困について。 

資料にある事業は，市が直轄で行うとのことであるが，現在，日本財団が子どもの貧困に

対して基金を募っており，子どもの貧困対策に係る事業に助成をしている。市が公金で全て

を賄うということではなく，そのような民間の財団や事業者の取組について，市が調整役と

して入ることにより，民間の力を借りていくことも研究していくと，さらに裾野が広がるの

ではないか。 

 

（事務局） 

・一点目について，指摘いただいたとおり少子化の流れの中で，利用者が減じてくることが

想定され，今後はそういった定員減という部分も，待機児童を解消したあかつきには検討し

なければいけない。 

 

（事務局） 

・もう一点の子どもの貧困について，今回実施した実態調査の分析のほか，先行している北

海道や札幌市を参考にしながら，どういった形が効果的なのか検討したい。また，子どもの

貧困の関係では，地域の皆様が熱心に取り組んでいるので，その方々と情報交換をしながら，

どのようなものが必要なのか，把握しながら対応していきたい。 

 

（Ａ委員） 

・その他に質問・意見はあるか。（※質問・意見なし） 

・それでは，本事項について，委員の皆様から意見をいただいたが，事務局には，本日の意

見を踏まえて，予算要求を進めていただければと思う。 
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≪報告事項ア 就学前教育及び保育についての各種基準の見直しについて≫ 

 

（Ａ委員） 

・報告事項ア「就学前教育及び保育についての各種基準の見直しについて」，事務局から説

明を。 

 

（事務局） 

・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における調査審議の

状況について報告する。 

－資料「報告事項ア－１」－ 

・就学前教育及び保育についての各種専門部会を，本年３回開催し，「病児保育事業の運営

に係る基準等の対応や利用料の設定」，「余裕活用型一時預かり事業の取組み」，「特別支援保

育事業」及び「幼稚園型一時預かり事業」の見直しについて調査審議を経て，１２月８日付

で市の考え方が妥当である旨の答申をいただいた。 

この答申を踏まえ，現在，平成３０年度の予算要求を進めているところである。 

－資料「報告事項ア－２」－ 

・審議いただいた各事業の見直し等の概要について説明する。 

病児保育事業の運営に関しては，病児への適切な対応を行うため，３つの小児科による連

携医療機関の設定により児童の病状の急変に備えることとしている。 

また，全国的にはあまり実施されていないが，保育園などで児童が体調不良となり，保護

者が仕事等の都合で迎えに行くことができない場合は，病児保育施設の看護師が保護者の

代わりに迎えに行き，連携の医療機関等で受診後に保護者が迎えに来るまでの間，病児保育

施設でお預かりする送迎サービスの実施も検討している。 

・次ページ以降には，移送を想定していないケース１と，送迎を行うケース２のフロー図を

それぞれ示した。その他，事前登録による児童の心身の状況など，情報の共有によって，既

存の病後児保育事業との連携をもって，病気の急性期から回復期までの病気の児童の対応

を進めていきたい。 

－資料「報告事項ア－３」－ 

・病児保育事業の利用料について，他の中核市の状況や本市の病後児保育事業の利用料水準

を踏まえ，一日当たり２，０００円の水準とし，また，保護者の負担感や病後児保育事業と

の連携の考え方を踏まえながら，連日利用の割引の設定などを示している。 

 なお，送迎サービスの料金設定は，送迎サービスを利用する方と利用しない方との公平性

に配慮し，市内タクシーの初乗り運賃の水準などを踏まえ，５００円として示している。 

・答申において，利用者の利便性の向上を図るため，病児保育の手続きや病後児保育の接続

に係る利用手続き等が煩雑とならないよう関係機関との調整を図ることや，新たに病児保

育を進める上で事業の周知の適切な実施といった意見をいただいたので，引き続き検討を

進めていきたい。 

－資料「報告事項ア－４」－ 

・子ども・子育てプランの見直し検討部会での意見も踏まえ，通常保育を利用されていない

０歳児の保護者の育児に係る疲労や負担等の軽減し，孤立感を抱える保護者を支援するた
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め，小規模保育事業の余裕を活用し，半日程度の利用を原則とした余裕活用型一時預かり事

業の検討を進めているところである。 

なお，利用料金の設定は，既存の一般型一時預かり事業との職員配置基準を踏まえ，一般

型一時預かり事業の倍程度の利用料を示している。 

・答申において，０歳児の受け入れに当たり，０歳児特有の安全対策について適切な配慮を

行うといった意見をいただいたので検討を進めていきたい。 

－資料「報告事項ア－５」－ 

・保育所等を利用している児童のうち，個別の支援が必要として判断されるものの，保護者

の受容がなく医師の診断を受けていないなどの理由により特別支援保育の申し込みがされ

ていないケースがある。こうしたケースについても保育士等の加配を行えるよう補助の対

象とし，「手厚い保育の実現」や「療育機関等での早期支援」，「小学校就学時の緊密な連携」，

「保育士の負担軽減」の観点から保育の充実を図るものである。 

－資料「報告事項ア－６」－ 

・施設からの申請を踏まえ，市の専門職による保育観察を経て，審査会により判定や加配認

定の順位付けの手順の流れで考えており，初年度は５歳児を対象として段階的に拡大して

いくことを検討している。特に保護者の同意が得られない場合は，施設からの個人情報の提

供ができないことから，加配を必要とするクラス単位でのアセスメントを行うなどの対応

を考えている。 

・答申においては，加配認定の優先順位や保護者同意がない場合の運用方法であるとか，相

談や助言，療育等への接続などの支援方法の詳細な取扱いに関しまして，保育所などの関係

機関との検討について，意見をいただいたので引き続き整理を進めていきたい。 

－資料「報告事項ア－７」－ 

・説明申し上げた「特別保育支援事業の見直し」の取扱いを踏まえ，幼稚園等を利用されて

いる児童についても，同様の認定の扱いとし，通常の教育時間の前後に実施している「幼稚

園型一時預かり事業」の要支援児の受け入れに係る加算等の見直しを検討していきたい。 

 

（Ａ委員） 

・事務局からの説明について，質問・意見はあるか。 

 

（Ｂ委員） 

・資料９ページ左上の「医師からの診断書又は意見書」のところ。専門の医師ではなくても，

一般の小児科医でよいのではないか。市はどのように考えているか。 

 

（事務局） 

・現在でも，特別支援保育の認定にあたっては，医師からの診断書又は意見書ということで，

必ず小児科医というように限定はしていない。 

 

（Ｂ委員） 

・母親の立場では，ある程度，神経のところにかからないといけないと考える。 

何か月も待たせるはよくないので，このことを解消するために，何か新たな取り組みを始
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めたのか，医師からの診断書・意見書について，もう少し簡単にできるようにしないのか。

そのために子ども総合相談センターができたと思うが。 

 

（事務局） 

・要支援児の認定手順を検討した経過として，保育園に支援を必要とする子どもが一定程度

いる状況では，病院を受診しない，そこまでの認識を保護者が持たないケースも存在する。   

一方では，保育所が個別支援を行うことで発達が期待できる部分もあり，保育所に加配を

行うことで支援を行っていければと考えている。 

 

（Ｂ委員） 

・今の子どもたちは，保育園や幼稚園で静かにできないことが多くなってきているが，その

ことを認めないケースもあり，そのような親が子どもに病院を受診させることは期待でき

ないため，これに係る支援を行うということか。 

 

（事務局） 

・そのように考えている。 

その上で，その後の連携の部分についても，引き続き検討したい。 

 

（Ｂ委員） 

・そういう子どもが学校に入るときに，学校とその保育園，援助した保育士との連携をでき

るようにするのか。 

 

（事務局） 

・やはりその部分は大切なことだと思うので，どういう形での連携になるかはあるが，小学

校とも連携をしていけるようにしたい。 

 

（Ｂ委員） 

・それは目標とはしているけど，今のところはまだ書けないということか。 

 

（事務局） 

・保護者から同意をいただいているケースでは，そういった部分もつないでいく形ができる

と思うが，同意を得られていないケースでの接続については，具体的な整理ができていない。 

 

（Ａ委員） 

・そのほかに何かあるか。 

 

（Ｄ委員） 

・要支援児の保育の中で保育士の課題もあるが，現在，理学療法士や言語聴覚士などの専門

職が保育に関わることはできるのか。 
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（事務局） 

・資料で市の専門職と書いているところの想定としては，市の保育所だけではなく，子ども

総合相談センターや愛育センターなどと連携を図りながら，それらの心理士や作業療法士

と連携して進めていきたいと思っている。 

 

（Ａ委員） 

・その他に質問・意見はあるか。（※質問・意見なし） 

・それでは，本事項についての報告を受けたこととする。 

 

 

≪報告事項イ 「市立保育所の在り方及び保育士の人材育成係る方針」に基づく平成２９年

度の進捗状況及び平成３０年度の方向性について≫ 

 

（Ａ委員） 

・報告事項イ「「市立保育所の在り方及び保育士の人材育成係る方針」に基づく平成２９年

度の進捗状況及び平成３０年度の方向性について」，事務局から説明を。 

 

（事務局） 

・前回の審議会では，「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」に基づく

平成２９度の事業計画について報告したところであるが，今回はその進捗状況と平成３０

年度における取組の方向性について説明する。 

・次年度の新規・拡充予定の取組は，資料右側の欄に「●（くろまる）」で表示している。 

 

－「（１）市保育士の質の向上に向けた取組」について－ 

・保育士や保育所の自己評価については，現在，保育士の経験年数等に応じた自己評価シー

トの作成や，地域や保育所の実態に即した評価項目の設定など，見直し作業を進めている。  

今年度は，この見直し後のシートを用いて自己評価を行い，その結果を踏まえ，次年度の

全体的な計画等を策定していきたい。次年度の取組としては，この評価結果を公表するほか，

専門機関を利用した第三者評価も導入していきたい。 

・関係部局の業務への理解を深めるための取組としては，部内での職員交流研修や現場見学

実習等を行ってきた。また，保護者支援の専門性を高めるために，保育士４名がペアレント

トレーニングにかかる外部研修を受講したので，そこで学んだ知識を市保育士全体で共有

するため，１月に研修報告を兼ねた勉強会を行う予定である。次年度については，職責等に

応じた研修や外部講師の招聘など，職員の研修機会の拡大を図っていきたい。 

・特定教育・保育施設の実態把握と子ども・子育て新制度の理解については，保育指針の改

定に伴い，市立保育所の事故防止マニュアルの見直し整備を行うとともに，その実効性を高

めるための所内勉強会を実施している。今後は，各保育施設等においても実状に即したマニ

ュアル整備が進むよう見直しの手法等について提案していきたい。 
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－「（２）全市的な支援体制の構築に向けた取組」－ 

・公開保育については今月５日，近文保育所にて「人とのかかわりから育つもの」をテーマ

に実施し，民間保育施設等から約３０名の方に参加いただいた。保育終了後の報告会では

様々な意見をいただき，今後の保育に生かしていければと考えている。 

・来年２月の研修報告会では，神楽保育所と新旭川保育所における取組を報告するほか，教

育大学との連携で取り組んだ運動遊びについて，関わった学生さんからも実践報告をして

いただき，その後，意見交換を行う予定となっている。 

・また，今年度は民間保育施設等との交流として，旭川大学附属幼稚園の公開保育を見学さ

せていただいたほか，地域の保育所等との交流保育を行っており，次年度はさらに交流を広

げていければと考えている。 

・園開放については，今年度から実施日を拡大し，支援が必要な子どもに対しても集団生活

経験の機会が提供できるよう，関係部局との連携を図りながら受け入れを進めている。直近

の受入延べ数では３保育所合計で２０６人となっている。 

・相談支援体制の充実に向けては，８月と１１月に子総相と市立保育所の保育士４名がペア

レントトレーニング研修を受講した。２月には子総相主催の講座に研修を受講した保育士

が補助者として関わることとしており，次年度以降も子総相と連携しながら，子どもの発達

に不安を抱える保護者等への支援の在り方について検討していきたい。 

・また，先ほど報告した要支援児の加配認定の仕組みにおいて，子総相や愛育センター，市

立保育所が連携しながら，保育観察等にも関わっていくこととしている。 

 

－「（３）行政資源の効果的な活用」－ 

・特別支援保育ニーズへの対応として，市立保育所がこれまで取り組んできた特別保育にお

ける支援の方法等について，現在，事例集としてとりまとめる作業を進めている。次年度か

らはこれを民間保育施設とも共有しながら，増加する特別支援児の対応へとつなげていけ

ればと考えている。 

・また，９月には保育士が特別支援にかかる就学への理解を深めるために，教育委員会から

講師を招き学習会を開催した。次年度についても，小学校や療育へのつなぎという視点にお

いて取組を継続したい。 

・医療的ケア児への対応としては，新旭川保育所の園開放で１名を受け入れ，来年度から入

所する場合に必要な体制等について確認をしているところであるが，入所が決定した際に

は必要な人員を配置して対応していきたい。 

・保育従事者の確保に向けては，保育士再就職支援研修で８名，子育て支援員研修について

は第１期で４２名，年明けには第２期の現場実習を予定しており，次年度は再就職支援員研

修について回数を増やして対応することを予定している。 

・市立保育所の現状把握は，旭川市公共施設等総合管理計画に基づく施設評価を実施したと

ころであるが，新旭川と近文の今後の方向性については，待機児童の状況や保育ニーズも踏

まえながら，平成３２年度からの次期プラン策定までに考え方を整理していきたい。 

 

（Ａ委員） 

・事務局からの説明について，質問・意見はあるか。 
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（Ｂ委員） 

・ペアレントトレーニングは，支援が必要な子をよりよい方向に持っていく取組である。ひ

とり親の方の子どもが，情緒・多動・発達の問題を抱えている場合が多いように思うが，今

後どのように取り組んでいくか。 

 

（事務局） 

・ペアレントトレーニングについて，現在，子ども総合相談センターを含めて，支援の在り

方について知っていただくための講座などを実施しているところであるが，保育士の関わ

り方も含めて，体験などについて今後検討していきたい。 

 

（Ｂ委員） 

・実際に，発達の問題なども抱えて，ひとり親の方の苦労が多いと思うが，これについて今

はまだ手探りの状態と考えてよいか。 

 

（事務局） 

・ひとり親の方も含めて，今後どのような対応ができるか検討していきたい。 

 

（Ａ委員） 

・そのほかに何かあるか。 

 

（Ｅ委員） 

・資料の一番上の専門機関による「第三者評価の導入」というところをお伺いしたい。 

保育士及び保育所の自己評価を専門的に評価する第三者というのはどこの機関か。 

 

（事務局） 

・社会福祉協議会が第三者評価の事業を行っているので，そういったところに今後は委託を

行うことで考えている 

 

（Ｅ委員） 

・保育所や保育士の自己評価を評価するための要素，マニュアルなどはないのか。 

 

（事務局） 

・自己評価と第三者評価は別である。自己評価は，市が定めた項目について自ら実施してい

くこと。第三者評価は，外部の目ということで，専門機関に見ていただくことで考えている。 

 

（Ｃ委員） 

・第三者評価の推進機構の委員に１０年ほど従事しているので，補足説明をする。 

今の第三者評価は，国がガイドラインとして定めたものを各都道府県が推進機構などを

通じて，現在５３項目の評価項目，共通項目等を国の基準とし，保育所だけに限らず老人施

設や障害者施設，児童養護施設などについて第三者評価基準が設けられている。 
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先ほど，市から話があったのは保育所の第三者評価ということで，複数名の評価調査者が

施設を訪問して，朝の受け入れから降園時まで，その評価項目に沿った観点でその保育内容

をチェックする。評価はＡ～Ｃの三段階に分かれており，総評は記述でそれぞれの項目毎に

行う仕組みである。 

料金は，事前に保護者へのアンケートということで有料の機関もあるし，やり方も各評価

機関によって若干異なっている。道社協の話があったが，現在は，評価機関が十数施設あっ

たと思う。 

 

（Ｃ委員） 

・医療的ケアについて，資料では，平成３０年度から入所希望の医療ケアの子について園開

放で受け入れを行い，入所する場合には必要な体制を確認する，とある。 

これは，公立保育所で医療的ケアを必要とする子の入所を受け入れることなのか，テスト

ケースとして実施した上での話なのか，あるいは認可保育園，認定こども園では医療的ケア

を行う場合は，必要な人員を配置した上で行うことを一般的とするのか，３つの選択肢があ

ると思うが，市としてどのような方向で取り組んでいくのか。 

 

（事務局） 

・医療的ケアを要する様々な状態の子どもがいると思うが，民間の保育所でも受け入れられ

る範囲で受け入れていただきたい。難しいケースがあった場合に，どこも預かれないことが

ないように，まずは公立の方で受け入れができるようにしたい。ただし，国の制度・法律の

改正の主旨からいえば，基本的には，希望があればどこの園でも受け入れるということなの

で，将来的には考えていく必要がある。 

 

（Ｃ委員） 

・医療的ケアの必要な子について，保育の中で見守ってあげたいという思いはあるが，命に

直結する場合があるので，受けられるのであれば受けて欲しいという曖昧な形で進めるの

は危険である。 

・保育所入所に関しては，アレルギーがあっても受け入れる方向で動いているが，現実問題

として死亡事故も発生しており，善意だけで受けたときのリスクが大きい。保育士にそのリ

スクを負わせるのは無謀なので，きちんとした医療的ケアの医療従事者を配置するという

前提で行って欲しい。医療従事者が採用できる条件について金銭的な補助を入れないこと

には，リスクだけを施設に押しつけることになる。その点は検討いただきたい。 

 

（Ａ委員） 

・看護師の配置は最も望ましいことだと思う。 

ただし，国の制度では，医療的ケアの研修などを受講することで，受け入れができるとい

う方向になっているので，必ず医療者がいなければダメということでは進めないと思う。 

 

（事務局） 

・個別の事情になるが，今回，医療的ケアの必要な子を受け入れるにあたって，一時的には
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看護師を配置する必要があるということで，配置費用を予算要求していく考えである。 

もう一点として，例えば胃瘻など必要な研修の受講者は医療的ケアに係る行為ができる

よう，並行して，保育士が研修を受けて対応していくことが必要と考える。 

 

（Ｂ委員） 

・死亡事例では保育士が責められる。病棟や学校に看護師を要求するのと同じ要件で，保育

園にも看護師を優先させて入れることを前提として欲しい。 

 

（Ｃ委員） 

・保育園の裁判事例として，薬の誤飲で亡くなった責任は保育士であるという判例が残って

いる。研修を受けたことによって保育士が免責されるとは書かれていない。熱意だけで行う

ことは双方にとってリスクが高まる。 

そのあたりの法的なことは，国へ照会するのだろうけれども，もし，そういったことがあ

った場合に，保育士は二度と子どもの前に立つことはできなくなると思う。 

 

（Ａ委員） 

・その一方で，医療的ケアが必要な子どもが保育所に入れない，幼稚園へ通えないというこ

とは，あってはならないと思う。そのことも考えながら進めていただきたい。 

 

（Ａ委員） 

・その他に質問・意見はあるか。（※質問・意見なし） 

・それでは，本事項についての報告を受けたこととする。 

 

 

≪報告事項ウ 子どもの生活実態調査結果（速報版）について≫ 

 

（Ａ委員） 

・報告事項ウ「子どもの生活実態調査結果（速報版）について」，事務局から説明を。 

 

（事務局） 

・本市では，旭川市内の子どもの生活環境や家庭の実態を把握するため，「子どもの生活実

態調査」を実施した。この度，速報版として一次集計の結果がまとまったので報告する。 

・この調査は，小学２年生の保護者，小学５年生，中学２年生，高校２年生の全児童生徒及

び保護者１９，７８２人を対象に，市内各学校を通じてアンケート調査を７月に実施したも

のである。回収率は７４％であった。 

・調査内容は，昨年度北海道でも同様の調査を実施していたが，北海道調査の数値と比較で

きるよう調査項目を合わせることを基本としながら，一部旭川独自の項目も設定し，保護者

の就労環境や家計状況，子どもの生活習慣や自己認識，支援策や制度の利用状況などの設問

からなっている。 

・この速報版では，全ての設問の回答を集計した訳ではないが，先の北海道調査の速報値と



15 

 

比較した中で分かった本市の主な傾向を説明する。なお，北海道調査には札幌市のデータは

含まれていないことを申し添える。 

・まず，最初に「健康状態等」であるが，過去１年間に子どもを病院に受診させなかった，

できなかった経験のある人が１８．８％おり，北海道とほぼ同程度の割合となっている。 

・次の「経済状況」では，家計が赤字の状況となっている世帯が２１.２％と，北海道より

割合が低いものの，子どもの学年があがるにつれ「貯金はない」とする割合が増加している

ことが分かる。また，高校２年生の就学援助や奨学金を受けている割合がそれぞれ２０.

８％，１９.２％と北海道より高く，特に奨学金は北海道より突出して高くなっているが，

これは，北海道調査が公立高校のみを対象とした抽出調査であるのに対し，本市調査では，

全件調査として私立高校も対象に含まれている要素があるものと考えられる。 

・次に，「教育の状況」であるが，高卒後の進路を「大学」としている割合が保護者３７．

４％，子ども４２．５％と北海道より高く，進学希望が高くなっている一方で，「わからな

い」とする割合も１６．５％と高いことが分かる。 

・次に，「子育てについて」であるが，子どもとの時間が持てないなど，子どもについての

悩みを抱えている保護者の割合が北海道より軒並み高い傾向にある。 

・最後に，「制度等の利用状況・支援策へのニーズ」であるが，保護者が情報を得る媒体と

して「インターネット検索」を利用している割合が２１．２％と北海道より高く，支援策へ

のニーズでは，高校・大学の進学費用や子ども医療費といった経済的負担の軽減や，学費や

奨学金などの情報を得る機会の提供を求める声が多いことが分かる。 

・今後の予定であるが，データの最終的な確定作業を行うとともに，より詳細な実態や傾向

が把握できるよう年収区分や世帯類型によるクロス集計を取り入れ，大学研究者による監

修を受けながら，平成３０年３月末には確定版として調査結果を報告したい。 

 

（Ａ委員） 

・事務局からの説明について，質問・意見はあるか。 

 

（Ｃ委員） 

・子どもの貧困は，喫緊の課題であると認識している。 

就学前の子どもへの保育あるいは教育・勉強は，貧困の有無に関わらず提供しているが，

貧困であるが故に何か経験ができなかったこと，幼い頃の経験機会の喪失はあるのではな

いか。私たちのように子どもの施設の場合だと，損なわれるかも知れない経験機会が還付で

きれば，貧しいかも知れないけど困らない子ども達ができるのではないか。 

例えば，高校生が振り返ったときに，家が貧困だからこれができなかった，というものが

あるとすれば，保育園・幼稚園・小学校の段階でなんとか経験の喪失を防がなければならな

いという思いがある。今後も調査が続くのであれば，その辺りも調査項目に入れて欲しい。 

 

（事務局） 

・今回の調査の中でも，子どもの経験に関する調査項目が含まれている。 

収入は少なくても，心の豊かさがこれから必要になってくる。 
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（Ａ委員） 

・その他に質問・意見はあるか。（※質問・意見なし） 

・それでは，本事項についての報告を受けたこととする。 

 

 

３ その他 

 

（Ａ委員） 

・続いて「３ その他」。事務局から何かあるか。 

 

（事務局） 

－「旭川市子ども・子育てプラン（改訂版）（案）」に対する意見等の募集－ 

・１点目。前回の本審議会で報告した旭川市子ども・子育てプランの見直しについて，本日 

から１月２２日までを募集期間として，パブリックコメントを実施している。 

・本日配布した資料をホームページへ掲載するとともに，子育て支援課の窓口をはじめ，市 

政情報コーナーや各支所及び公民館などで配付するので，意見等があれば提出をお願いし 

たい。今後は，意見提出手続の意見を踏まえ，来年３月に改訂版を確定する予定である。 

 －「受益と負担の適正化」へ向けた取組－ 

・２点目。前回の審議会でもお話しした受益と負担の適正化，いわゆる使用料・手数料の見 

直しについてである。新聞報道等でご存じの方もあると思うが，行政サービスを利用して利 

益を受ける方に，その利益に見合った応分の負担を求めることで，利益を受けない方との負 

担の公平性の確保を目指す取組であり，施設を使用する場合の使用料や，サービスを受ける 

ための手数料について，コストの算定・負担割合の明確化や，減免の取扱いの適正化を図り， 

新たに相応の料金設定を行うものである。 

・これについて，市の財政部局が中心となって，全庁的な検討を進めていたが，今年度実施

した住民説明会やパブリックコメントにおいて，市民の皆様から，慎重な対応を求めるご意

見もいただいており，これらを市全体で総合的に勘案し，当初予定していた来年４月の料金

改定は見送ることになった。 

・受益と負担の適正化へ向けた取組指針についても，当初，減価償却費を算定の中に含める 

とか，施設の無料化の部分について，他都市の例を参考として一部有料化など検討すべきと 

いう案を出していたが，減価償却費は算定から外すこととし，また，他都市の例などを参考 

としながら政策的判断を盛り込むということで新しい指針を策定した。今後，料金設定やそ 

の改定の時期など具体的な動きがあれば，あらためて審議会へ連絡する。 

 

（Ａ委員） 

・事務局からの説明について，質問はあるか（※質問なし）。 

 

４ 閉会 


