
 

旭川市子ども・子育て審議会 平成２７年度第２回 議事概要 

 

○開催日時 平成２７年８月２７日（木） １８：３０～２０：２０ 

○開催場所 旭川市役所第二庁舎３階 問診指導室 

○出席委員 （１８名）荒木関委員，井代委員，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，吉川委員 

○欠席委員 （２名）三橋委員，山根委員 

○事務局  岡田副市長，子育て支援部 稲田部長，大河原次長，品田次長 

      子育て支援課青少年担当 原課長，川原補佐，角田  

石原主幹，子育て企画係 板谷主査 

      こども育成課 堀内課長，岸田主幹，飯森主幹，宮川主幹，八木補佐 

こども事業係 工藤係長 

子育て相談課 阿保主幹，草浦補佐 

愛育センター 金内所長，吉岡副所長 

        

○議事概要 

 １ 委嘱状の交付 

 ２ 開会 

 ３ 副市長あいさつ 

４ 審議会委員の紹介 

５ 事務局職員の紹介 

６ 子ども・子育て審議会の所管について 

７ 議事 

（１）協議事項 

ア 旭川市子ども・子育て審議会会長及び副会長の選出について 

・ 立候補，推薦される委員がなく，議長から事務局案を求められ事務局案を提示し 

た結果，会長は芝木委員，副会長は荒木関委員と決定した。 

イ 会議運営方法等について 

・ 傍聴者が発言を求めた場合の取扱いについて，附属機関の会議の公開等に関する 

事務取扱基準第５条第２項及び第３項に関する確認があり，取扱基準どおり扱うこ 

ととした。本審議会には，市民公募により就任されている委員もおり，傍聴者が意 

見を述べることを是とすれば，公募の意味が薄れてしまい，また，傍聴者は各種広 

聴制度を通じて意見等を提出することができるなどの理由から，「審議会内での傍 

聴者の発言は認めない。」ことを決定した。また，会議記録内容は要約的に作成し， 

発言者の表記方法は，委員個人を特定しないように表記すると決定した。 

ウ 部会の設置及び部会員の指名について 

・ 常設の部会として，児童福祉施設等整備部会，青少年施策に関する専門部会，放 



課後児童健全育成事業専門部会の３つの部会を設置し，部会委員の指名（資料８）

を行った。 

エ 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ついて 

（事務局）    

  ・ 現在３つの市立保育所を設置・運営しているが，少子化傾向の継続が想定されて 

おり，在り方について整理することが必要である。現在３８名の市保育士がいるが， 

専門性を幅広く発揮し，子育て支援施策全体を推進していくことが効果的である。 

そのため，中長期的な視点での施設の在り方，市保育士の人材育成についての方針 

を策定するため，調査審議に当たって，冊子形式で整理したものを配布する予定で 

ある。具体的な調査審議は１０月から始め，市民意見提出手続等もあることから 

１１月中旬までに答申をいただきたい。 

 （A 委員） 

  ・ 調査審議の方法として事務局案はあるか。 

 （事務局） 

  ・ 本方針については，調査審議終了後，昨年度に効率性の視点からの行政評価を受 

けていることから関係部局との協議を要すること，さらに策定後，本年度以降の市 

保育士に対する研修計画の整理等の関連業務があることもあり，１１月中旬までと 

いう限られた期間内に集中的に調査審議をお願いすることとなるため，部会の設置 

をお願いしたい。 

 （A 委員） 

・ 部会の構成員として事務局案はあるか。 

（事務局） 

  ・ 就学前教育及び保育について係わりの深い方を中心として，さらに，子ども・子 

育て施策全体の視点からも御意見をいただきたいことから，旭川民間保育所相互育 

成会の宮﨑委員，北海道私立幼稚園協会旭川支部の佐々木委員，旭川大学短期大学 

部幼児教育学科の佐藤委員，公募委員の武田委員にお願いしたい。 

（A委員） 

・ 御意見，御質問がなければ事務局案のとおりとする。 

 

（２）報告事項 

 ア 子育てに関する経済的支援の在り方に関する調査審議の結果について 

（事務局） 

・ 本部会は，本年３月に策定した旭川市子ども・子育てプランに基づき，子育てに 

関する経済的支援の在り方について調査審議を行うため，本年６月１９日開催の第 

１回本審議会において機関決定を受け設置した。対象とする取組については，子ど 

も医療費助成，保育料負担軽減措置，留守家庭児童会負担金と３子目以降に係る取 

組を対象としている。４回部会を開催し，９月１５日から１０月３０日までの期間 

に市民意見提出手続の準備作業を進めている。なお，子ども医療費助成のうち中学 

生までの拡大分，留守家庭児童会負担金の見直し，３子目以降に係る取組について 

は，速やかに進めることが必要であると認識しているが，実施時期について市の予 



算上の整理の中での判断となるため，関係部局と協議を進めている。 

イ（仮称）総合子ども・教育センターの概要について 

（事務局） 

・ この施設は１０条通１１丁目旧常盤中学校を改築し，３階建ての建物のうち，１， 

２階部分を使用する。開設は平成２８年４月１日を予定している。 

１階は１，０８４㎡，２階は９６２㎡で床面積は２，０４６㎡となる。施設として 

は，事務室，相談室が５室，検査室，観察室，研修室，会議室，プレイルーム，子 

ども子育て情報スペース，地域活動支援スペース，資料コーナーを設置している。 

・ 総合子ども・教育センターは子どもの日常生活環境の安定を図り，子どもや子育 

てに関する不安を軽減することを目的に，地域において子どもの育ちを支えるまち 

の実現をすることを目的に開設する。 

     ・ 子ども・子育て相談事業，子育て支援をする担い手の育成，そして，地域におい 

て子育てを支える支援体制を構築する機能を持つ施設となる。子ども・子育て相談 

事業においては，相談窓口の一元化をすることで，様々な相談に対して，迅速かつ 

専門的な見地から対応し，必要な支援へつなげ，また，相談体制を強化するために， 

支援に携わる方や，教職員・保育士等のスキルアップのための研修を行い，必要な 

支援につなげるための関係者間の連携を強化する。そのほか，市民全体で子どもや 

子育てを支える意識の醸成を図るための，街頭啓発活動やフォーラム等も実施し， 

子ども・子育て情報スペースにおいて，継続的に子育て情報を提供する。 

・ 組織については，スーパーバイザーとして弁護士と医師の配置を予定しており， 

職員の業務としては調整担当，相談調査担当，研修支援担当とするほか，保育士，

保健師，臨床心理士，ソーシャルワーカー，言語聴覚士，理学療法士，作業療法士 

等を配置または，派遣により確保する予定である。 

・ 総合子ども・教育センターは，子ども発達相談，子ども子育て虐待相談，親子教 

室，旭川市子ども・女性支援ネットワークや地域子育て支援センターを所管し，相 

談窓口となっている各施設等と相談機能との連携，機能を強化し，また，新規事業 

として，ホットラインを設置し，地域における活動の活性化のため，新たな支援活 

動を行う団体の育成支援を行う。 

・ 今後，各団体との連携等について具体的な形となるよう検討し，きめ細やかな支 

援ができるよう体制づくりを行っていく。 

ウ 子ども通園センターの移転について 

（事務局） 

・ 現在，花咲町７丁目の旭川医療センター敷地内に設置している「こども通園セン 

ター」は，医療センターの外来棟建替工事により，現在使用中の建物が取り壊され 

ることから，平成２８年１２月末までの移転が必要となっている。そのため，移転 

先について，市で検討を重ねた結果，次の理由から移転先を愛育センターの現在の 

くるみ学園スペースにすることを決定した。 

  ・ 移転理由として，建替工事中の春光台の障害者入所施設「つつじの里」に，建替 

後から通所部門を設け，くるみ学園の利用者は全員そちらに転園し，今年度末でく 

るみ学園は閉園する予定となっていることから，既存施設の有効活用として利用す



る。くるみ学園のスペースは，レイアウト的に大規模な改修なしに使用することが 

可能となっている。理由の２点目として，こども通園センターを利用する児童と保 

護者の利便性を考慮した点であり，現在，通園センターを利用するほとんどの親子 

は自家用車で通園しており，現在の場所から近いことや十分な駐車スペースがある 

ことから，通園する上では利便性は変わらない。３点目として，愛育センターのみ 

どり学園とわかくさ学園には，通園センターにはいない理学療法士，作業療法士， 

言語聴覚士の専門職がおり，学園内の療育に支障がない範囲で，専門職による療育 

相談等の新たな支援の取組を行うことでサービスの向上を図ることが可能である。 

・ スケジュールについては，平成２８年４月から工事に関する各種手続とそれに続 

く工事を行い，平成２８年１２月頃に移転する予定となっている。 

・ こども通園センターの今後の方向性として，あくまで子育て支援部内で考えてい 

るイメージの説明となるが，現在の通園センターは，親子療育の必要性が高い親子， 

障害が重く要支援度が高い子ども，障害が軽く要支援度が低い子どもなど，様々な 

状況下におかれている親子が利用している。しかし，子どもにとっての適切な支援 

を考慮すると，要支援度が高い子どもは通園センターの原則週１回，１回当たり６ 

０分から９０分の療育では不十分であり，愛育センターみどり学園やわかくさ学園 

などのようなより手厚い支援が必要となる。また，要支援度が低い子どもについて 

も，地域の療育を行う事業所や，保育所や幼稚園などの子どもが集団生活を送る施 

設など，地域の小学校に就学することを前提として，その地域で支援していくこと 

が望ましい。一方，こども通園センターへは，親子の愛着形成や，親の子どもへの 

関わりに支援を要する子どもと保護者も通園している。親子療育については，職員 

体制を手厚くしなければ実施困難であり，多くの民間事業所が実施することは経営 

的に難しく，また，療育とは別の「親を支援するスキル」も必要であることから， 

当面は，市が親子療育の中心的役割を果たしていく必要がある。こども通園センタ 

ーは，市内における親子療育の中核的役割を担っていき，平成２８年度開設となる 

総合子ども・教育センターの相談機能と，通園センターの療育機能が互いに連携と 

機能の補完をしながら，市内における障害児とその親への「親子支援」の中心的機 

能を果たしていくことをイメージしており，検討を進めることを考えている。 

（B委員） 

・ 現在子ども通園センターには３００名ほど通っていると思われるが，施設面積が 

半分となる愛育センターくるみ学園のスペースで受入可能なのか。  

（事務局）  

・ 広さの関係については，今の通園センターと比べると約半分となるが，更にそれ 

よりも狭隘であった第２庁舎に通園センターを設置していたときについても運営 

できていたこともあり対応可能と考える。 

（C委員） 

・ 療育体制の見直しを行い，児童一人一人の状況にもっとも適した支援に転換する 

ことで，例えばこども通園センターで支援している親子について愛育センターが所 

管する園で支援を必要とする可能性もあり，また，専門職の活用などにより効率的 

な支援も行えることから面積が狭くなっても，対応できるということではないのか。  



（事務局） 

・ 支援の時間のコマ数などを増やすなど，今までの療育体制の見直しも行うことで 

受入人数は確保したい。 

（B委員） 

・ 総合子ども・教育センターとの連携についてはどのような考え方か。 

（事務局） 

・ 連携については，現在子育て相談課の発達支援相談断室で療育も含めた相談を一 

括して受け，必要な支援につないでいる。総合子ども・教育センターに移転後につ 

いても機能の連携及び補完をしながら，子どもや保護者に対する親子支援の中心的 

な役割を担うことを検討している。   

（D委員） 

・ くるみ学園が移転することで，愛育センターの給食はなくなるのか。 

（事務局）  

・ わかくさ学園とみどり学園の子ども達には，今までと変わらず給食を提供する。  

（E委員）  

・ 要支援度が低い子は民間の中で受け皿を増やすというような対策を考えているの 

か。場所の移動であまり体制は変わらないと考える。今後は，就学前の支援が必要

な子について，通園センターに頼らない地域のサービス提供が必要と考える。 

（事務局） 

  ・ 市としては，できるだけ身近な地域で療育が受けられる体制が望ましいと考えて 

いるが，就学前児童の療育，特に親子療育については，民間事業者による受入体制 

が整っていないため，当面は，放課後児童デイや親子療育を必要としない療育は， 

利用者の近い地域で実施し，親子療育が必要な場合はこども通園センターを利用す 

るという形と考えている。 

（F委員） 

・ 各施設でどんな相談や支援ができるのか分かりやすい形にして欲しい。資料の中 

で，今後目指す市内の障害児療育支援体制の中で地域の事業者や保育所等で支援と 

あるが，保育所としてどこまで受け入れられるか，計画はあるのか。保育所には障 

害児保育の定員がある。市内の認可保育所の全てで受け入れられるわけではない。 

どの程度のニーズがあるのか。 

（事務局） 

・ 保育所での特別支援保育は現在２６か所で実施している。子ども・子育てプラン 

では平成３１年までに，１６か所程度，人数としては４８人分増やす予定である。

また，通園センターが先程述べたような形に純化していった場合の受け皿確保につ

いては，民間児童デイとの協議が今後必要となり，数字的な整理はまだしていない。 

（D委員） 

・ 市内では肢体不自由児の相談や療育の受け皿が少ない。通園センターが移転する 

ことで，わかくさ学園に通園している方の療育の回数が減ることのないようにして 

欲しい。 

（事務局） 



・ みどり学園やわかくさ学園についても本来業務が優先である。通園している方の 

療育を減らすことはない。 

エ 北彩都子ども活動センターの供用の開始について 

（事務局） 

・ この施設は，宮下通１４丁目の北彩都団地敷地内に位置しており，名称は「旭川 

市北彩都子ども活動センター」，愛称は「ＡＳＯＢＩ～ＢＡ」となった。中高生や 

大学生の集う拠点，乳幼児とその保護者などの子育て世帯への支援及び地域住民の 

日常生活環境の充実に寄与するといった目的のほか，「子どもたちに多様な経験及 

び学びの場」を提供したり，子どもを核とした様々な年代の市民が交流できる施設 

となることを目的としている。 

・ 建物の供用開始は１０月３日を予定している。施設の概要は，敷地面積４，３０ 

４㎡，建物の延べ床面積６８２㎡となっており，屋内には，運動室，音楽室，ギャ 

ラリー・ラウンジ，和室，屋外にはステージ，半円広場，築山がある。また，利用 

者用として，駐車場３２台分，駐輪場６０台分を整備している。各機能について， 

運動室については，バスケットコート半面の大きさで３オン３バスケットが可能な 

広さとなっている。また，運動室の西側の壁面には，クライミングウォールを設置 

しており，東側の壁面は鏡張りとしており，ダンスの練習や発表の場として利用し 

てもらうことを想定している。音楽室については，防音処理が施されており，ギタ 

ー，ドラムといった楽器も備え付けており，バンド活動の練習としての利用，初め 

て音楽や楽器にふれあう場としての活用も考えている。今回，音楽室の楽器及び音 

響設備は，旭川市青少年育成部連絡協議会より寄附をいただいた。 

・ ダンスや音楽の発表の場としては，屋外に半径５．３ｍの円形のステージと半円 

型の観客スペースを設け，イベントの開催や子どもたちに活動発表の場を提供する 

ことにより，子どもたちの様々な活動への意欲を育み，中心市街地の賑わいにも貢 

献することができると考えている。そして，ギャラリー・ラウンジについて，子ど 

もたちの活動や打合せの場，絵画や写真などの文化活動の作品展示や発表の場とし 

て整備した。和室は２室あり，続き間として使用することもでき，現在第二庁舎で 

行っている「地域子育て支援センター事業」を移設し乳幼児を連れた保護者の交流 

の場を提供する。なお，夕方及び夜間の時間帯や土日については，地域住民の方々 

の会合等に利用して頂くことを想定している。施設の使用に当たっては，青少年の 

使用を優先し，使用料についても青少年と一般の方に差を設けている。旭川市北彩 

都子ども活動センターの運営については，指定管理者制度を導入し，現在，子ども 

向け屋内遊技場「もりもりパーク」を受託している「こどもクラブ」も構成メンバ 

ーとなっている「こどもクラブグループ」を指定している。 

（E委員）  

・ 敷地に入るのは無料なのか。 

（事務局） 

・ 無料である。 

（E委員）  

・ 中学生同士で午後９時まで利用してもよいのか。学校で決まっている帰宅時刻よ 



り遅い時間ではないか。 

（事務局） 

・ 青少年担当で所管している児童センターについて，各小学校の帰宅時間に合わせ， 

職員が声をかけ帰宅を促している。北彩都子ども活動センターでも各中学校の帰宅 

時刻を把握し，声かけを行い帰宅を促す予定である。 

（G委員） 

・ 大学生がイベントを行うような場合についても団体使用として貸し切りを認めて 

いるのか。 

（事務局） 

・ 専用使用を認める。 

（H 委員） 

・ 専用使用は平日のみか。 

（事務局） 

・ 毎月第１第３月曜日は休館となっているので利用できないほか，専用使用につい 

て，毎月第１及び第３土曜日と，それぞれの翌日の日曜日は専用使用することはで 

きない。 

（A委員） 

  ・ その他質問がなければこれで終了とする。 

８ 閉会  

    


