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令和元年度第１回旭川市子ども・子育て審議会 議事概要

○開催日時

令和元年６月６日（木） １８：３０～２０：３０

○開催場所

旭川市子ども総合相談センター ２階 会議室１，２

○出席委員（１９名）

會田委員，赤坂委員，荒木関委員，飯田委員，石ヶ森委員，片桐委員，小山委員，佐々木

委員，佐藤（洋）委員，佐藤（貴）委員，佐藤（達）委員，清水委員，諏訪委員，武井委員，

田中委員，中田委員，長野委員，宮崎委員，宮嶋委員

○欠席委員（１名）

天野委員

○事務局（２０名）

子育て支援部 中村部長，竹内次長，高野次長

子育て支援課 坂本補佐

子育て企画係 岩本主査，石山

青少年係 宮野係長

子育て助成課 土谷補佐

こども育成課 金課長，門脇主幹，土橋補佐，上田補佐

多田所長，高橋所長，武田所長

母子保健課 松浦課長

子ども総合相談センター 村椿所長，山本主幹

愛育センター 中村所長，片山主幹

○概要

１ 開会

２ 子育て支援部長挨拶

３ 委員変更の報告

４ 事務局職員（人事異動管理職）の紹介

５ 議事

⑴ 協議事項

≪協議事項ア 第２期旭川市子ども・子育てプランの骨子について（諮問）≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。
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（事務局）

現行の「旭川市子ども・子育てプラン」は，本市が今後進めていく子どもが健やかに

育つ環境づくりに関する施策を総合的，計画的に実施するため，平成２７年３月に策定

した計画であり，旭川市子ども条例第１４条の規定に基づく基本計画，また，子ども・

子育て支援法第６１条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画や，母子及び父子並

びに寡婦福祉法第１２条の自立促進計画などの位置付けを含むものとして，平成２７年

度から令和元年度の５年間を計画期間としている。

今年度，本計画期間が終了するため，来年度からの５年間を計画期間とする「第２期

旭川市子ども・子育てプラン」を次期計画として策定する予定であるが，具体的な策定

に関する作業を進めるに当たり，その基本となる理念や考え方を整理することを目的と

して，新しい計画全体の骨組みとなる，「骨子」に関する意見を求めるもの。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，調査・審議の方法として事務局案があれば説明を。

（事務局）

調査審議方法の事務局案は，短い期間に集中的に調査審議を行わなければならないた

め，専門部会の設置をお願いしたいと考えている。

まず，専門部会の構成員（案）については資料「協議事項ア－２ 第２期旭川市子ど

も・子育てプラン策定専門部会構成員（案）」のとおり，第２期旭川市子ども・子育て

プランの骨子及びその後に続く計画の本編等について審議いただく専門部会の構成員

としては，本審議会に所属する委員の方から，「教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の提供体制」に関わる方など，児童の福祉や子どもに関係する事業従事者，学識

経験者，関係行政機関及び公募による各委員の様々な分野より，荒木関委員，小山委員，

田中委員，宮崎委員，石ヶ森委員，片桐委員，佐藤貴虎委員，諏訪委員，赤坂委員，會

田委員，飯田委員の１１名にお願いするとともに，臨時委員として，小規模保育事業の

石河委員，旭川おとな食堂の岡本委員，旭川商工会議所の川口委員，連合北海道旭川地

区連合会の後藤委員の４名を加えた，合計１５名にお願いしたいと考えている。

次に策定までのスケジュール（案）について，資料「協議事項ア－３ 第２期旭川市

子ども・子育てプランに係る策定スケジュール（案）」の６月のところにある「第１回

審議会」が本日の会議となり，本件について了承がもらえたなら専門部会を設置し，第

２期計画の骨子に関する意見を聴取，７月の本審議会において専門部会の答申を報告す

る予定。

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供に関するニーズ量やその確保施策

を含む，第２期計画の本編については，８月から９月にかけて作成作業を進め，本審議

会への諮問，専門部会での審議を経て年内に案を固め，専門部会の答申などについて，

本審議会にあらためて報告する予定。

年明け１月には，パブリックコメントを行い広く市民の意見をいただいた後，それを

ふまえて３月の計画策定を目指したいと考えている。事務局の案としては以上。
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（Ａ委員）

事務局から説明があったが，集中的に審議等を行うため専門部会の設置をしたいとの

提案について，質問等はあるか。 ＜意見等なし＞

本審議会として諮問を受けた事項について，専門部会を設置し調査・審議を行うこと

とする。

また，部会の構成員として本会から１１名の委員にお願いする。

≪協議事項イ 旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直しについて≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直しについては，令和２年春の高校

等進学者からの実施を目指しており，平成３０年１２月に開催した審議会において，給

付型奨学金制度について委員の皆様に骨子を示し，協議したところ。

その後，奨学金等貸付制度の見直し部分も含め素案を策定し，平成３１年３月２０日

から４月２３日までの５週間，広く市民の意見を伺うため，意見提出手続（パブリック

コメント）を行った。

今回，事前に配付資料として意見提出手続きの際，市民の皆様に示したものが一式お

手元にあるかと思うが，その際の概要版にスケジュールを記載した資料，こちらは後ろ

にパブコメの結果を添付している。これを基に改めて説明する。

はじめに「１ 給付型奨学金制度の内容」，（１）目的は，高校等に入学した子どもを

持つ世帯に対し，返済不要の給付型奨学金を給付することにより，授業料以外の教育費

負担の軽減を図り，もって子どもたちが安心して教育を受けられるよう教育機会の均等

に寄与することとしている。

（２）以降は，前回審議いただいていることから，詳細な説明は割愛したいと思うが，

同様の給付型奨学金を既に実施している北海道の給付対象と重複しない収入階層のう

ち，世帯所得に比べて教育に係る経済的負担が大きくなっていると考えられる世帯に対

し，学校区分に基づき最大一人７０，０００円を生徒３００人に給付していきたいと考

えている。

次に資料の裏面「２．奨学金等貸付制度の改正内容」，これは前回説明のなかでは見直

しを検討しているといった簡単な説明で終えていたことから，改めて内容を説明する。

（１）目的は，現行の奨学金等貸付制度についても，教育に係る経済的負担が増大し

ている現状を踏まえ，適正でより利用しやすい制度への見直しを行うことで，一層の教

育機会の均等を図りたいというもの。

（２）入学仕度金の貸付限度額については，私立高校等は，２０万円から３０万円に，

大学等については３０万円から５０万円にそれぞれ拡充することとしている。

（３）入学仕度金の返還方法の見直しについては，貸付限度額の引き上げに伴い２点



4

あり，１点目は返還開始時期を入学年度の「７月」から「１月」に６か月間繰り延べす

ること，２点目は，大学等への進学に際し３０万円を超える額を借入れる場合について

は借入額に応じ，現行５年以内の返還期間としているものを最大３年間延長し，８年以

内とすること。

（４）保護者以外の連帯保証人について，２点あり，１点目は，居住要件の緩和で，

これは，現行では，旭川市内に居住する独立した生計を営む方としているが，市内だけ

では保証人を探すことが難しいとの声もあることから，北海道内に居住している方にそ

の対象を広げようとするもの。２点目は，年収要件の設定で，返還に際しての確実な保

証を求めたいと考えていることから，連帯保証人はこれまで「返還の責任を負える方」

としていたのを具体的に年収２００万円以上の年収要件を設定しようとするもの。

（５）奨学金の申請資格等について，これは，奨学金貸付制度における併用に係る定

めについて，現行では「他の奨学金の給付または貸付を受けていない者」としているが，

本市給付型奨学金制度の創設に伴い，給付型との併用を認め，更なる利便性の向上を図

ることとし，本市給付型奨学金制度のほか，他の機関，団体から給付を受けている場合

も奨学金貸付を受けることができるようにするもの。

次に，意見提出手続の結果は資料にあるとおり，提出期限である 4/23までに 3人の
方から意見が提出されたところ。

内容としては，ともに賛成であるとの意見であったが，対象世帯の収入要件緩和や給

付額の増額を望むものや返済に関する繰り延べや期間延長を更に進めてほしいといっ

たものがあった。

これらに係る本市の考え方としては，ともに両制度は育英事業基金により拠出される

ものであることから，今後の事業の実施状況や基金残高の推移を踏まえることとしてい

る。

その他，給付時期を早めることや，失業により返済困難になった場合の猶予や免除に

ついての御意見があったが，制度設計上の理由や現行での制度概要について説明し，と

もに困難であることとしている。

以上，いくつか意見があったが，現時点では，本市の素案に特段の修正等は生じない

ものと考えている。

最後に，今後のスケジュールについて，本審議会での意見並びに７月に開催を予定し

ている旭川市奨学生等選考委員会における意見を踏まえ，適宜，必要な修正を行い，最

終案を策定の上，今年の第３回定例会を目途として条例案を提出したいと考えている。

更には，円滑な実施に向けて，本年１１月には各中学校を通じた制度の周知を，特に

給付型奨学金については，卒業前の翌３月頃に改めて周知を図っていきながら，同じく

翌年１１月の給付に向けて対応していきたいと考えている。

以上が，旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）について

実施した市民意見提出手続内容の説明及び実施結果報告である。
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（Ａ委員）

委員の意見を聞きたいということだが，何か質問，意見等あるか。

（Ｂ委員）

給付型奨学金の創設，貸付の増額ということで，市の大変厳しい財政の中でありがた

いことだと思う。

パブリックコメント３に対する市の回答について，育英基金を財源とするのは当然の

ことと思うが，基金が縮小していけば奨学金自体も縮小せざるを得なくなると思う。

１０月からは消費税も上がる，また，既に物価も上昇している状態に対して各世帯の

収入も上がっているという状況ではないと思うので，奨学金に係るウェイトも高くなる

と思う。制度創設はうれしいが，基金をもっと拡充していく手法も同時に考えていかな

いと，基金がなくなったから縮小せざるを得ないという状況になってしまうと，せっか

くの制度が使えないということになるのではないか，

今ある基金をどう厚いものにするかという考えがあれば教えて欲しい。

（事務局）

新たな制度も含めて既存の貸付事業等も全て育英基金から拠出している。

育英基金はふるさと納税等により右肩上がりで残高が増えている状況ではあり，

多くは志を持った方からの寄附である。また，ふるさとチョイス，育英事業への目的を

もった寄附が多くある

現在約５億円の残高があり，今後はこの状況も不透明になっていくだろうということ

だと思うが，現状の基金残高を貸付等に影響を及ぼさない範囲の年２千～２千５００万

円程度の拠出と考えており，この進捗状況を見計らいながら，いただいた意見も必要に

応じて考える必要があると思う。

意見をいただいた，基金自体を増やす方法も多角的に考えていきたいと思う

（Ｂ委員）

専ら経済界の方にも協力してもらうことだと思うが，旭川だけではなく全国的にどの

業種も人手不足である。できればこの街で働いて欲しいと思っている会社の経営者が全

国至る所にあると思う。できれば奨学金と合わせて地元の次の活力，人材になってもら

うよう，経済界とタイアップしながら，その原資もそこで生むということになれば，手

厚い奨学金を作りながら，地元に手厚い労働力を供給できるという形も，多方面と協議

してもらえれば，子ども達としても就学を諦めずに済む。

高校で教員をしていたが，少なからず経済的理由でドロップアウトしていた。

できるだけ奨学金を手厚くする術を，福祉，教育だけに限らず多方面で作っていただ

くとありがたい。

（Ａ委員）

他に何か質問，意見等あるか。 ＜意見等なし＞

協議事項イは事務局案のとおりとする。
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⑵ 報告事項

≪報告事項ア 受益と負担の適正化へ向けた取組指針（改訂版）に基づく使用料及び手

数料の見直しについて≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

始めに，これまでの取組について，使用料及び手数料の見直しについては，行政サー

ビスを利用し利益を受ける方に，その利益に見合った応分の負担をしていただくことで，

利益を受けない方との負担の公平性を確保するという「受益と負担の適正化」の考え方

に基づきながら，使用料及び手数料の適正な料金設定を行うため，平成 17年 2月に「受
益と負担の適正化」へ向けた取組指針を策定し，平成 18年 4月に各種料金の改定を行
った。

取組指針では，4年を目途に必要な見直しを行うこととしており，平成 22年と平成
26年が見直しの時期であったが，当時の経済状況や消費税率改定などによる市民生活へ
の影響を考慮し，改定は見送った。

その後，取組指針の策定からおよそ 12年が経過した平成 29年 10月に，取組指針の
内容を一部見直し，「受益と負担の適正化へ向けた取組指針（改訂版）」を策定した。

改訂版の主なポイントといたしましては，コスト算定の明確化とコスト負担割合の明

確化，減免取扱いの適正化，定期的な見直し，改定料金は改定前の料金の 1.5倍を上限
とすること。

今回の使用料及び手数料の見直しは，この取組指針（改訂版）に基づき行うもの。

次に，今後の取組について，現在実施しているパブリックコメントは 6月 14日まで
行うとともに，併せて，財政当局による全体説明会を市内 5か所で，施設ごとの個別説
明会を延べ 38回開催する。
その後，市民の皆様からの意見や提言を踏まえ，料金改定の最終案を取りまとめ，9
月の定例市議会に関連する議案を提出し，令和 2年 4月から，新料金を適用したいと考
えている。

次に，見直しの対象について，今回見直しの対象とする使用料及び手数料は，取組指

針の対象となる「公の施設の使用料」及び「手数料」であり，その内訳としては，専用

使用料が 95施設 1240項目，個人使用料が 53施設 272項目，機械使用料が 2施設 84
項目，手数料が 970項目である。
使用料の算定に当たり，過去 4年の実績から施設の運営にかかった対象コストを算出
する。今回は平成 26年度から平成 29年度までの平均値となる。
次に，受益者負担コストを算出する。受益者負担コストは，先ほどの過去 4年の実績
により算出したコストに受益者負担を求める割合を掛け，受益者に求めるコストを算出

する。受益者負担の割合は，サービスが及ぶ範囲や民間と競合するサービスがあるか否

かなどにより，0％，50％，100％の 3区分を設けている。
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次に，貸室などの専用使用料は，受益者負担コストから 1時間・1㎡当たりの単価を
算出し，それに面積と時間を掛けて一般料金を算定する。

また，個人使用料は，受益者負担コストから 1日当たりのコストを算出し，1日当た
りの平均利用者数で割って一般料金を算定する。

なお，改定後の料金は，改定前の料金の 1.5倍を上限としている。
次に，手数料の算定に当たっては，過去４年の実績から１件当たりの処理にかかった

事務経費と人件費の合計から算定する。

受益者分負担割合はすべて１００％とし，改定後の料金は，改定前の料金の 1.5倍を
上限としている。

今回の見直しの対象となる子育て支援施設だが，対象施設は，北彩都こども活動セン

ター，児童館，子ども総合相談センター。

専用使用では，8施設 52項目のうち，増額が 28項目，減額が 12項目などとなって
おり，北彩都子ども活動センターや児童館は増額に，子ども総合相談センターの夜間料

金は減額になる。

また，個人使用では，7施設 3項目のうち，増額が 1項目，変更なしが 2項目となっ
ており，北彩都子ども活動センター運動室の一般料金は増額になる。

次に，減免の見直しについて，今回の見直しにおいては子育て支援施設は対象となっ

ていない。

手数料の見直しについては，子育て支援部の所管分としては「母体保護法関係手数料」

である。

以上，使用料及び手数料見直し案の概要について説明した。

個別の施設及び手数料の詳細について各所管課から説明する。

北彩都子ども活動センターの使用料見直し案について説明する。

北彩都子ども活動センターは，「青少年の活動，子育て支援及び地域住民の日常生活

の充実に寄与すること」を目的として設置されており，現行の料金は，同センターの設

置目的に合わせ，青少年等のうち，運動室を個人使用する場合については無料となって

いるが，専用使用する場合は青少年等でも料金が発生す。また，一般の利用については，

専用使用も個人使用もどちらも使用料金が発生する。

料金体系としては，専用使用については 1時間ごと，個人使用については 1回につき，
それぞれ各室ごとに料金が設定されており，現行の料金は資料のとおりであるが，これ

を冒頭の概要で説明した算出方法に基づき算出したところ，算定料金は運動室の専用使

用及び個人使用について上限の 1.5倍を超える額となった。他の料金については 1.5倍
の範囲内であるが，現行料金よりも高額になっており，今回の見直し案における算定料

金はそれぞれ資料のとおり。

次に，児童館の使用料見直し案について説明する。

児童館は，「児童の生活文化の振興とその福祉の増進に寄与すること」を目的として
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設置されており，現行の料金は，児童館の設置目的に合わせ，児童等の利用については

無料となっており，料金が発生するものは児童等以外の利用であり，これらの者が遊戯

室や集会室その他を利用する場合が対象となる。

料金体系としては，現行，昼間・夜間・全日の 3区分となっているが，見直し案にお
いては，これを午前・午後・夜間の 3区分に変更し，時間帯もこれに合わせて変更する。
現行の料金は資料のとおりであるが，これを冒頭の概要で説明した算出方法に基づき

算出したところ，新しい区分における算定料金は全て上限の 1.5倍を超える額となった。
したがって，今回の見直し案では，新しい 3区分における料金は 1.5倍を上限とする
額となり，それぞれの算定料金は資料のとおりである。

次に，子ども総合相談センターの使用料見直し案について説明する。

資料２の１０５ページ，子ども総合相談センターは，「子ども及び子育てに関する相

談機能の充実を図るとともに，地域における子育て支援を推進し，もって子どもの健や

かな成長に寄与すること」を目的として設置している。料金体系としては，センターの

設置目的に合わせ，子ども及び子育て関係団体等と一般に区分しており，子ども・子育

て関係団体等の場合は，一般の２分の１の額としている。

また，個人使用はなく専用使用のみであり，時間区分は午前・午後・夜間の３区分で

あり，これらの体系についての変更はない。

現行の料金は，左側の表の記載のとおりであり，これを冒頭の概要で説明した算出方

法に基づき算出した算定料金はそれぞれ資料のとおりで，会議室・使用団体・時間区分

ごとの１８項目のうち，増額が６項目，減額が１２項目となっている。

なお，平成２８年度の開設であることから受益者負担コストの算出に当たっては，過

去４年ではなく，２年間の実績に基づいたものとなっている。

続いて，「母体保護法関連５項目の手数料の見直し」案について説明する。

資料 報告事項アの２４ページ，「母体保護法関連５項目の手数料の見直し」につい

て，受胎調節実地指導員とは，母体保護法第１５条に定められたもので，保健師，看護

師，助産師が，母体保護法の規定に基づく講習会を受講し，都道府県への申請をもって

資格を得ることができるものであり，平成１８年度に北海道から権限委譲されたもので

ある。

料金体系としては，「受胎調節実地指導員指定証交付手数料」，「標識交付手数料」，「指

定訂正手数料」，「指定証再交付手数料」，「標識再交付手数料」の５項目が設定されてお

り，現行の手数料は資料のとおりである。これを冒頭の概要で説明した算出方法に基づ

き算出したところ，５項目すべてにおいて，改定上限額を下回っており，今回の見直し

案における算定料金は，それぞれ資料のとおりである。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ｃ委員）

児童センター使用料について，現在も午前及び日中の使用料は取っておらず，夜間利



9

用のみ使用料を取っていると思う。今後は午前や日中の使用料もかかるようになるのか。

（事務局）

これまでも児童は無料，一般利用について現在も使用料はかかる。

（Ｃ委員）

午前や日中は常に児童が使用しているため一般は利用できないはず。

今後は児童が使用している場合でも一般利用ができるようになるのか。

（事務局）

制度上，児童が利用しない場合の一般利用を想定して料金設定のみしているのが現状。

現実的には児童が利用するため一般利用はできず，一般利用は夜間のみが基本であり，

改定前，改定後では変わらない。

（Ｃ委員）

資料に記載されている使用料は冬期の暖房費は別か。その分も値上げとなるのか。

（事務局）

暖房料は含まれていない。料金に対して１．５倍となるので，合わせて値上げとなる。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項イ 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≫

（Ａ委員）

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

の結果について報告する。

本部会において，「幼児教育の無償化に係る取組への対応等」及び「家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の見直し」の２件について，本年５月９日，１７日，２３

日の３日間で調査審議を行い，５月１７日及び３１日付けで，報告事項イ－１及び２の

とおり，市の考え方は妥当であるとの答申をいただいたところ。

まず，「幼児教育の無償化に係る取組への対応等」について資料「報告事項イ－３」，

本年１０月から予定されている幼児教育無償化については，同じく１０月に実施が予定

されている消費税率引き上げによる財源を活用し，幼児教育の重要性や，幼児教育の負

担軽減を図る少子化対策の観点などから検討が進められてきたものであり，５月末まで

に，子ども・子育て支援法及び同法政・省令が改正されたところである。

無償化となる範囲は，認可保育所，幼稚園，認定こども園，地域型保育事業を利用す

る３歳以上の全ての子どもと，住民税非課税世帯の３歳未満の子どもとなっている。

なお，幼稚園や認定こども園で教育を利用する子どもは，満３歳で入園可能となって
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おり，満３歳になった日から全ての子どもが無償化の対象とされている。

無償化の内容については，いずれも無償となりますが，私学助成の幼稚園については，

月額２５，７００円を上限とすることとなっている。

次に，無償化に伴い食材料費の取扱いが見直され，主食費・副食費ともに保育料とは

別に各施設が保護者から実費徴収することとなる。これまで，保育を利用する３歳以上

の子どもについては副食費の実費徴収はなかったが，新たに実施することとなる。

また，低所得世帯や多子世帯への対応として，年収約３６０万円未満の世帯の全ての

子どもと年収約３６０万円以上の第３子以降については，副食費の実費徴収を免除する

こととされている。

次に下の段，幼稚園型一時預かり事業の無償化について，対象者は保育の必要性があ

ると認定を受けた子どもが対象となり，３歳以上は月額１１，３００円，満３歳児は月

額１６，３００円を上限に無償化されることとなっている。

下の段に移り，地域保育所を含む認可外保育施設，一般型一時預かり事業，病児・病

後児保育事業，ファミリーサポートセンター事業についても無償化の対象となる。

対象者については，３歳未満は認可保育所等を利用していない子どものうち，保育の

必要性があると認定を受けた住民税非課税世帯の子どもが，３歳以上は認可保育所等を

利用していない子どものうち，保育の必要性があると認定を受けた子どもとなる。利用

料は無償となるが，３歳以上は月額３７，０００円，３歳未満は月額４２，０００円が

上限となる。なお，複数事業を併用する場合も月額の上限額までは無償化の対象となる。

最後に子育て支援部の所管ではないが，就学前の障害児の発達支援についても無償化

の対象とされており，対象者は３歳以上の全ての子どもが無償となる。保育所や幼稚園

と併用している場合には，両方とも無償化の対象となる。

ここまでの無償化については，概ね国の考え方どおりに実施するものだが，本市独自

に実施するものが２点ある。資料「報告事項イ－４」，先ほど，保育を利用する３歳以

上の子どもについては，副食費の実費徴収を新たに実施すると説明したが，国からは副

食材料費の水準が月額４，５００円と示されている。本市の現行の保育料では月額

４，５００円より低く設定している階層があり，副食材料費の実費徴収を行うことで負

担増となる世帯があることから，月額４，５００円を上限として，経過措置的に副食材

料費の補足給付を実施する。

これら幼児教育無償化に向けた関係条例の改正及び予算の補正については，今月開会

の第２回定例会において，提案する予定である。

次に資料「報告事項イ－５」，延長保育は今回の無償化の対象事業となっていないが，

これまでの本市の延長保育の料金体系は，通常の保育料を基礎として算定しているため，

保護者の負担増を生じさせることのないよう配慮しつつ，３歳以上の延長保育利用料を

見直すこととしている。

短時間を超える延長保育については無償，標準時間を超える延長保育については，年

収約３６０万円未満の世帯の全ての子ども及び年収約３６０万円以上の世帯の第３子
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以降を無償とし，それ以外の世帯の第１子を月額１，３００円，第２子を月額３２０円

とする。

市内１か所の保育所で実施している長時間延長保育については，年収約３６０万円未

満の世帯の全ての子ども及び年収約３６０万円以上の世帯の第３子以降を無償とし，そ

れ以外の世帯の子どもは現行どおりとする。

最後に，資料「報告事項イ－２」の裏面の２にある「家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の見直し」について説明する。資料としては「報告事項イ－６」。

平成３１年４月１日付けで「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部

を改正する厚生労働省令が施行され，家庭的保育事業者等が，企業主導型保育事業や認

可外保育施設を連携協力を行う者として確保した場合は，卒園後の受け皿の提供を行う

連携施設の確保を不要とすることや，連携施設の確保が著しく困難な場合にその確保を

不要とする５年間の経過措置をさらに５年間延長するなど，その運営に関する基準が緩

和されたところである。

これに対する本市の考え方は，市内の小規模保育事業等においては，従来の基準で連

携施設を確保できていることや，保育の質の確保を図る観点からも，現時点では基準を

緩和するための条例改正の必要はないと判断したところである。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項ウ 放課後児童健全育成事業専門部会の調査審議結果について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

放課後児童クラブの運営の在り方について，昨年１２月の本審議会においても説明し

たが，児童クラブ数の増加に伴い，現場への指導や研修などにおいて，現状の職員体制

では十分な対応が難しくなってきており，今後は児童がより充実した放課後を過ごすこ

とができるよう，質的拡充の取組を進める必要があり，その運営手法の１つとして児童

クラブの民間委託を検討している。

資料の「報告事項ウ－２」，部会における調査審議の結果，昨年１２月に「児童クラ

ブの質的拡充を目指そうとする考え方に基づく民間委託の基本的な考え方は妥当であ

る。」旨の答申をいただき，本審議会において報告したところである。

その後，各学校，支援員及び保護者向けの説明会や，利用者アンケートでの意見聴取

結果を踏まえ，４月に再度，部会を開催し，「児童クラブの民間委託の検討」について，

調査審議をいただき，資料の報告事項ウー１の「運営の在り方に関する方針（案）」を

まとめていただいたところである。

方針案では，２ページの「３ 今後の運営の在り方」にあるように，「現状の運営にお
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ける課題に対し，民間事業者の知識や経験等を生かした提供プログラムの構築や，支援

員の資質向上を図り，児童クラブの質的拡充を目指す運営手法として民間委託を導入す

る。」こととしている。

委託の方法として，３ページの５にあるように「一定規模のブロックに分割した上で

ブロックごとの業務委託」とし，「委託期間は５年間」，「受託者の選定方法は公募型プロ

ポーザル」によろうとするもの。

なお，この方針案は，部会で審議いただいた４月１１日現在のものであり，今後，議

会へ説明を行い，いただいた意見などを踏まえて，方針として決定していきたいと考え

ている。

また，民間委託を導入する場合，複数年の委託期間を想定しており，その予算措置（債

務負担行為の設定）の議決が必要となることから，議会審議を経て最終決定していくこ

ととなる。

次に，資料の報告事項ウ－３，こちらの資料は，同じく児童クラブに関するものでは

あるが，ただいま説明した民間委託の検討とは別件になり，児童クラブに「従事する者」

と「その員数」の基準の見直しに係るものである。

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施に当たっては，国の政省令に基

づき，各市町村は条例により，本事業に係る設備及び運営の基準を定めることとなって

いる。

また，児童福祉法（第３４条の８の２第２項）により，市町村が当該条例を定めるに

当たって，「放課後児童クラブに従事する者とその員数」については，厚生労働省令（放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準）で定める基準に従い定めるものと

されており，いわゆる『従うべき基準』に沿う必要があり，「その他の事項」について

は，省令を参酌する（参照，参考にする），いわゆる『参酌基準』を踏まえることとな

る。

これまで，省令（第１０条第２・３項）において，『従うべき基準』として「従事する

者に関する基準」と「員数に関する基準」があり，１つ目の「従事する者に関する基準」

では「放課後児童支援員は，保育士や教諭免許を有する者等」である必要があり，２つ

目の「員数に関する基準」では「職員は２人以上配置し，その一人を除き，補助員をも

ってこれに代えることができる」としている。

このような『従うべき基準』を受け，本市の条例では，さらに上乗せの基準を設けて

おり，資料の裏面になるが，国の基準では「補助員の資格要件」について，特に定めが

ないところ，本市では補助員についても放課後児童支援員と同様に「保育士等の資格を

有する者」と規定している。

現在，国でいわゆる第９次地方分権一括法により，この「従事する者及びその員数の

基準」について，これまでの『従うべき基準』から，地域の実情に応じて市町村が条例

を定めることが可能な『参酌すべき基準』に見直しを行う（R2.4.1施行予定）こととさ
れている。
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その背景として，過疎地における児童クラブの職員確保が難しいなどの実情があるが，

本市においては，子ども・子育て支援新制度の「量的拡充」と「質の向上」の両輪をも

って取組を進めていくという理念や，本市の児童クラブの質的拡充を目指すという観点

からも，基準の参酌化により質の低下にならぬよう，従来どおりの基準の取扱いを維持

していきたいと考えている。

部会において，この点についても御審議いただき，資料３ページ目にあるように「事

業の質を確保する観点から，従来どおりの基準の取扱いとする市の考え方は妥当であ

る。」旨の答申をいただいたところである。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項エ 市立保育所及び市保育士の取組状況について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

資料「報告事項エ」について昨年１２月に開催した平成３０年度第３回目の本審議会

において，「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

３０度の進捗状況」と「平成３１年度の取組の方向性」について報告したところだが，

年度が変わったので，今回は「平成３０年度の取組内容」と「平成３１年度の事業計画」

として説明する。

取組の項目は，前回の資料と同様，左端の列において，大きく３つに分かれており，

上から「（１）市保育士の質の向上」，２ページ以降になるが「（２）全市的な支援体制

の構築」そして「（３）行政資源の効果的な活用」となっている。

平成３１年度における新規・拡充の取組については，資料右側の列において●で表示

している。

資料はボリュームがあることから，新規・拡充の取組を中心に説明する。

まず，資料１ページの項目「（１）市保育士の質の向上」に向けた取組について，№１

の「新自己評価の実践，公表」については，平成２９年度分の自己評価を昨年７月に所

内掲示した後，平成３０年度分について本年３月に所内掲示したところ。前回の本会議

において「自己評価の進め方について，市立保育所における自己評価の進め方の事例公

表を検討いただきたい。」旨の意見をいただいたので，まずは保護者向けにより伝わり

やすい公表様式について，改めて見直し，それに伴う評価の進め方についても検討して

いく。

次に，№２の「第三者評価の受審」については，市立保育所における保育サービスの

質の向上を図るため，昨年度初めて神楽保育所において評価機関を利用した第三者評価

を受審し，その評価結果について北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構へ報告す



14

るとともに，３月に所内掲示した。

受審を通して，保育を可視化することの重要さを認識し，評価意見の反映に努めてい

るところ。今年度は近文保育所において受審を予定している。

次に，１つ飛ばして「特定教育・保育施設等の実態把握と子ども・子育て支援新制度

の理解」を目的とした№４の「指導監査時等に事故防止マニュアル等の見直しの手法や

ポイントを民間保育施設等に提案」と「事故防止マニュアルの内容確認等に係る所内勉

強会の開催」ですが，２９年度に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い，昨年度その実効性を高めるための所内勉強会を実施した。

今年度は所内勉強会を継続するとともに，ヒヤリハット事例の３か年分のとりまとめ

を行うほか，民間保育施設等においても実状に即した事故防止マニュアル整備が進むよ

う，見直しの手法等について指導監査時等に提案していく。

また，「平成３０年度の地震に係る対応状況の把握」だが，昨年９月の地震を受け，当

時の市内各保育施設等の状況について照会によって把握したことから，今年度において

は，その後の備えの状況について把握していく。

次に，№５の「児童保育要録の改定」，昨年度児童保育要録を改定し，記載例を含め，

民間保育施設等に周知したところであるが，今年度は指導監査時等に対応していく。

次に２ページ，左側の列，項目の「（２）全市的な支援体制の構築」に向けた取組。

まず，「市内保育所・こども園に対する情報の発信・共有，保育内容の向上」を目的と

した，№７の「公開保育の実施」について，昨年９月，神楽保育所において，民間保育

施設等から約５０名の方々に参加いただき，保育終了後の報告会で様々なご意見をいた

だいたが，今年度は新旭川保育所において，子どもたちが主体的に活動するための支援

として，異年齢小集団保育を事例として公開したいと考えている。

次に，№８の「研修会」については，２月に新旭川保育所と近文保育所で実践してい

る事例報告（異年齢小集団保育と園庭遊び）を基に，主体的保育についてグループワー

クを行い，様々な意見交換がでた。

今年度は，２月に近文保育所の取組事例として昨年度から継続のテーマ「園庭環境の

見直し」について，昨年度いただいた意見や助言・課題を踏まえ，日々の遊びの展開に

応じた環境構成の充実を図る取組を報告する予定。

次に，№９の「民間保育施設等との交流」については，地域の保育所と交流事業を実

施したほか，民間保育施設の公開保育に参加することで，自園の課題等を確認すること

ができたが，今年度においては，年長からの交流がよりスムーズに実施できるよう，年

度末の交流活動の際には年中児の参加も考えている。また，小学校との連携，つなぎも

大切であることから，小学校学習指導要領を踏まえ，子ども同士，教員と保育士が交流

し，情報共有を行えるよう検討していく。

次に３ページ，「相談支援体制の充実」を目的とした№１３，まず，事業計画二つ目の

●「要支援児を早期療育につなげる仕組みづくり」だが，保育所等には，発達に遅れ等

を抱えながらも，保護者の受容がなく，医師の診断を受けていないことから，特別支援
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保育の対象とならない児童がおり，早期発見・早期支援が重要であると考えている。

対象者の把握に当たっては，職員体制の確立，保育観察を行う専門職のスキルアップ

などが課題であることから，今年度，特別支援教育や保育の有識者からアドバイスを受

けながら，必要な体制やその仕組みづくりを行い，子どもの早期療育につながるよう，

検討していく。

次に，事業計画４つ目の●「ペアレントプログラム」だが，これまで実施しているペ

アレントトレーニングに加え，子育てに難しさを感じる保護者の幅広いニーズに対応す

るため，子どもの「行動」の客観的な理解の仕方を学び，「楽しく子育てに臨む自信を

つけること」や「子育ての仲間を見つける機会とすること」を目的として実施する。計

６回のプログラムとフォロー講座にサポート役として参加することで，保護者支援スキ

ルの向上を目指していく。

項目の「（３）行政資源の効果的な活用」について，まず「特別支援保育ニーズへの対

応」を目的とした№１４の「特別支援事例集のとりまとめ」。市立保育所がこれまで取

り組んできた特別支援保育における支援の方法等について，「事例集」としてのとりま

とめを終え，今年度，市内民間保育施設にお知らせしたとともに，ホームページで概要

の一覧を公表している。増加する特別支援児への対応につながるよう，情報を共有する

とともに，引き続き取組事例をまとめ，更新していく。

次に，４ページ，「保育士不足解消と新たな保育の担い手の発掘」を目的とした№１８

の「保育士再就職支援研修の実施」については，潜在保育士の掘り起こしを目指し，昨

年度は３回で１３名の参加があり，市保育士が座学講師と現場実習の受入れを行った。

受講者１３名のうち６名以上が保育士として再就職していることから，保育士確保策

として一定の成果が上がっているものと考える。今年度も３回目の研修を予定している。

次に，№１９の「子育て支援員研修への対応」については，保育や子育て支援分野の

各事業の補助的な業務への従事を希望する方を対象とした，国の認定制度である「子育

て支援員研修」における現場実習の受入れを市立３保育所で実施している。

昨年度は２期合わせて５７名の受入れを行ったが，今年度の第１期も定員の倍近い申

込があり，市立保育所において引き続き現場実習の受入れを行っていく。

次に，最後の「市立保育所の現状把握」は№２０，一つ目の○「次期旭川市子ども・

子育てプラン策定に向け，市立保育所の今後の方向性を検討」，今年度，次期プラン策

定作業を進めていくが，市立保育所の今後の方向性については，ニーズ調査の分析結果

や行政評価の結果，今後の待機児童の状況，保育サービスの利用状況なども踏まえなが

ら，考え方を整理していきたいと考えている。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ｂ委員）

３ページ，No.13について，「要支援児を早期療育につなげる仕組みづくりについて，
特別支援教育・保育の有識者からアドバイスを受けながら検討」とあるが，昨年以前か
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ら所属団体として市に対して，特別支援保育は保護者の申請が必要であるため，申請が

なくとも何とかならないか，ということをお願いしてきた。昨年も保護者の受容が図ら

れず特別支援に係る職員配置を行うことができなかった。

特別支援という名称であるなら特別な支援を要しているのは子であるということに着

目して，保育に必要な人を配置できるような形が必要ではないか，という話しをしてき

たが，財政面から難しいという話しをいただいた。ここの記載は，どういった形で早期

療育に繋げていくのか，ということを目指してのものか。

（事務局）

今後の仕組みづくりをどう進めるかについて今年度予算措置されたので，これから検

討する。

（Ｂ委員）

３ページ，No.16の医療的ケア児童の受入れについて，保護者から相談を受けたこと
がある。週に３日でも良い，１日３，４時間でも良い，子どもを集団のなかで生活させ

てあげたいがその受皿はないかという相談であった。ニーズがあるものなのでもっと具

体的に道筋を描けないか。

ただし，保育士にある一定のトレーニングをしたから医療的ケア児童を受け入れると

いうことではなく，看護師配置など十分な手当をした上で，幼稚園的な受入れでもケー

スによっては可能だと思うので，医療的ケア児童の受入れについてもっと突っ込んだ取

組を示して欲しい。

（事務局）

昨年度から新旭川保育所に看護師を配置して医療的ケア児童を受け入れしている。ニ

ーズが増えている事実はあると思うので，次期プラン策定作業の中でも医療的ケア児童

のニーズ増についてどんな対応ができるか検討していきたいと考えている。

（Ｂ委員）

子ども達の問題は，５年かけて検討しても５歳の子が１０歳となり，関係なくなって

しまうため，子ども達にとって今が一番大事な瞬間かと思うので，時間をかけてしっか

りということも大事だが，どこかで瞬発力というか，思いきりというか，そういう部分

も勘案して計画に反映してもらえるとありがたい。

（Ａ委員）

No.16に関連して，７月に小児慢性特定疾病相談室の会議があるが，市保育士は参加
するのか。

（事務局）

市立保育士も数名の参加を予定している。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。
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≪報告事項オ 発達支援に係る乳幼児健診情報の取扱いについて≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

「発達支援に係る乳幼児健診情報の取り扱い」について，資料は，報告事項オ「乳幼

児健康診査の情報提供に係る関係様式」。

これまで，乳幼児の健診情報については，保育園や発達支援に係る児童デイサービス，

また，学校教育等の関係機関から，情報提供して欲しいとの依頼が度々あったところだ

が，当課では個人情報の保護という観点から，提供できないという一律の取扱いであっ

た。

しかし，近年，学校教育における特別支援においては，個別計画の作成が必須となり，

教育委員会では，乳幼児期の発達，発育等の経過に係る情報収集に大変苦慮していると

の現状がある。

また，保育園や児童デイサービスなどの事業所においても，発達が気になる子どもへ

の日頃の関わりや，発達支援を行うにあたって，健診情報を提供して欲しいとの要望が

聞かれていたところであることから，乳幼児健診情報を所管している当課と，本市個人

情報保護条例を所管する市民生活部市民活動課と協議を行い，乳幼児健診情報を適正に，

また速やかに提供できるよう，手続き及び関係様式等を整理したところである。

手続きについては，保護者が資料１ページにある申請書において手続きし，健診情報

を保護者から保育園等へ提出してもらう，若しくは保育園等が申請する場合は，資料の

２ページにある保護者の同意書を提出していただき，申請者の本人確認等の手続きを経

た上で情報提供を行うものとなる。

また，情報提供出来る内容は，資料の３ページ以降の内容のとおり，「出生歴」，「発育

値」，健診日時点での「発育・発達等のお子さんの様子」等の項目を提供する。

ただし，本条例第１２条第２号に基づく，「開示することが適当ではないと認められる

情報」にあたるもの，例えば「個人の評価」「診断」「相談内容」等は提供しない。

なお，その同意書には使用目的の記載欄を設け，情報提供に当たって保護者自身もそ

の目的を十分承知しているかを改めて確認した上で提供する。

今後は，子どもが必要な支援を受けるための一助となるよう，本条例に基づき適正に

速やかに情報を提供していく。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ｄ委員）

資料１ページ目の申請書は保護者が園や学校などに提出するものか。

（事務局）

そのとおり。保護者が学校などに提供することを納得して提出してもらうことになる。
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（Ｄ委員）

同資料１ページ目の「閲覧」とは各健診の問診票そのものを閲覧させることか。

この書式に則って作り出したものを閲覧するのか。

（事務局）

作り出したこの書式を閲覧することを指す。

原本の閲覧希望であれば時間を要するが，原本の写しに必要な部分を黒塗りした形で

見せることとなる。ただし，作り出したものと内容に相違はない。

（Ｄ委員）

保護者が記載した問診項目の内容に記載漏れがあり，必要な情報が取得できない場合

があるのでは。

（事務局）

空欄は問診の際に確認してチェックするので，空欄はあまりないと想定する。

（Ｄ委員）

１１ページ目の設問⑧の回答欄，選択肢は２つしかないが，３以上の回答がありえる

内容である。また，情報をもらう側としても，その方がありがたいと思う。

（事務局）

この情報はシステムに入力されたものであり，システム上は「はい」「いいえ」の区別

しかないが，保護者からの要望など必要があれば問診票から拾って回答することも可能

である。

（Ｄ委員）

保護者等が欲しいと言わなければ出ない情報か。

現場の医師としては欲しい情報であると思う。２拓では不十分と思う。

（事務局）

どのように拾えるか，持ち帰って検討する。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

事務局はいただいた意見について検討を。

≪報告事項カ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金等について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

資料の２枚目以降が厚労省の作成したもの。こちらを参照願う。

当該給付金については，本年 10月から消費税率が引上げとなる中，子どもの貧困に
対応するため，所得税の寡婦控除が受けられない未婚のひとり親（婚姻暦がない者）に

対して，臨時・特別の措置として給付金の支給を行うものであり，昨年１２月，国にお
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いて施策決定され，その後本年４月に実施要領等関係通知が示されたたところであるが，

本市も他の各自治体同様に自治事務として，当該給付金の支給事務を実施するものであ

る。

支給対象者は，本年１１月の児童扶養手当受給者で，未婚のひとり親（婚姻暦がない）

の方が対象となる。本市の対象者は約６５０人と想定しており，給付額については，

ひとりあたり１７，５００円となっている。

予算については，支給に伴う事務費を合わせ，総事業費１千２百５７万円を見込んで

おり，第２回定例会へ補正予算として上程するところである。

当該予算については，全額国庫補助の対象となっている。

今後，８月１日からの受付開始に向けて，広報誌への掲載や児童扶養手当受給者全員

に案内文書を送付するなどして周知を図っていきながら，令和２年１月の児童扶養手当

支給月に合わせて遅滞なく事務を執り行っていきたいと考えている。

以上，新たな給付金に係る説明であるが，合わせて，児童扶養手当の支給回数の見直

しについても簡単に説明する。

３枚目の資料に概要について記されているが，「生活困窮者等の自立を促進するための

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」が，平成３０年６月に公布され，この

中で児童扶養手当の支払期日の改正が令和元年９月１日に施行されることとなり，ひと

り親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため，令和元年１１月支給分から，現行の年

３回から年６回，奇数月の隔月支給へ変更となる。

受給者の皆様に対しては，４月２６日付けの支給額の変更通知の発送に合わせて，既

にお知らせしているところである。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項キ 旭川市子ども・子育てプランに関するニーズ調査の結果について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

「旭川市子ども・子育てプラン」の次期計画の策定にあたり，昨年度，アンケート調

査を実施したが，調査結果がまとまったので報告する。

資料「報告事項キ－１ 旭川市子ども・子育てプラン（次期計画）に関するニーズ調

査 結果報告書」の１ページ，調査の概要について，この調査は，子育て世帯の生活実

態や，子育て支援に関する事業の利用状況などを把握することを目的とし，就学前児童

の保護者，小学生の保護者及び父子のひとり親世帯の保護者を対象として，アンケート

調査を実施したものであり，調査票の配付数が５，１００件，回収率は４７．７％とな

っている。
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集計に当たっては，単純集計のほか，設問の内容によっては年齢別や家族類型別の傾

向がつかめるよう，クロス集計も行っている。

調査結果については，主な項目のみ説明する。

まず，６ページから７ページの【３ 平日の定期的な「教育・保育事業」】について，

６ページの「⑵ 利用状況」は，幼稚園や認定こども園，保育所などの現在の利用状況

に関する設問，７ページは「⑶ 現在の制度を前提とした利用希望」及び「⑷ 幼児教

育・保育の無償化実施後の制度を前提とした利用希望」に関する設問であり，いずれも

就学前児童の保護者を対象とした項目になる。

課税・非課税の制限なく，幼児教育・保育の無償化の対象となる，「３～５歳」の年

齢層について，設問の⑵から⑷までの変化をみると本調査の結果からは，多くのサービ

スで無償化による利用希望が増加していること，その中でも幼稚園に関する利用希望が

高まっていることがうかがえる。

次に，２８ページの【１５ 旭川市で子育てを行っている中での満足度】，「⑴ 満足

度」では，就学前児童及び小学生の保護者を対象として１から５の５段階評定によって，

７項目の設問を聞いている。

これについて，５年前に実施した前回の調査と比較すると７項目のうち「子どもが成

長してからも愛着を感じてもらえるまちだと感じるか」の数値が低下しているが，それ

以外の６項目の数値はいずれも上昇する結果となっている。

次に２９ページの【１６ 子育てに関する行政サービスへの要望】ここでは，「子育

て支援環境の充実のために，どのような支援策が望ましいか」という設問により２９ペ

ージから３０ページに就学前児童及び小学生の保護者を対象とした調査結果を掲載し

ている。

これについて，それぞれ「子連れでも出かけやすく楽しめる場所」「医療費の負担軽減」

への回答割合が高く，また，前回の調査と比較すると「職場環境の改善」への回答割合

がいずれも大幅に上昇していることが確認できる。

最後に３１ページ以降は，父子のひとり親世帯を対象とした調査結果を掲載している。

先ほどの【旭川市で子育てを行っている中での満足度】について３６ページに整理して

いるが，就学前児童及び小学生の保護者を対象とした調査結果と比較すると全体的に満

足度の数値が低く，また，前回の調査と比較しても低下する結果となっている。

なお，この他の内容については，本報告書のほか資料「報告事項キ－２ 資料編」を

配付しているので参考にして欲しい。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

（Ａ委員）

以上で全ての審議，報告事項について終了した。
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その他に，何か質問，意見等はあるか。

（事務局）

協議事項イについてのＢ委員からの発言に対して，事務局から補足説明したい。

基金の拡充方法については，ふるさとチョイスなどの寄附受入についてサイトの情報

発信内容の透明性を高めるなどして，寄附をしようとする国民の皆様に，より，育英事

業基金を選んでもらえるようなサイトの構築を検討したい。

また，経済界に係る地元への人材の還元については，今回実施する給付型奨学金制度

は高校１年生を対象としており，制度構築の際には大学生も含めて全学年を検討した。

文部科学省の調査では中途退学者が最も多い学年は高校１年生であるという結果が出

ており，高校に入学したが家計の厳しさが増し，やむなく１年生のうちに退学するとい

うことも考えられるため，そういったことも念頭に学年を特定して予算を活用するので

あれば高校１年生が適当ではないかと考えた経過もある。また，高校１年生の時期を乗

り越えれば高校卒業まで行くのではないか，また，そこから結果として進学や就職とな

った時に将来的に本市への人材還流，中長期的ではあるが，その土台に繋がるのではな

いかという思いもある。

（Ａ委員）

他に発言等あるか。 ＜なし＞

６ 閉会


