
1

令和元年度 第１回 第２期旭川市子ども・子育てプラン策定専門部会 議事概要

○開催日時

令和元年６月１２日（水） １８：３０～２０：２０

○開催場所

旭川市第２庁舎 ３階問診指導室

○出席委員（１３名）

會田委員，赤坂委員，荒木関委員，飯田委員，石ヶ森委員，石河委員，岡本委員，片桐

委員，小山委員，佐藤委員，諏訪委員，田中委員，宮﨑委員

○欠席委員（２名）

川口委員，後藤委員

○事務局（９名）

子育て支援部 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

こども育成課 金課長，門脇主幹

母子保健課 松浦課長

子ども総合相談センター 村椿所長

○概要

１ 開会

２ 子育て支援課長挨拶

３ 部会委員の紹介

４ 事務局職員の紹介

５ 議事

⑴ 部会長及び職務代理委員の選出

立候補及び推薦もないことから，事務局案を提示し，部会長は佐藤（貴）委員，職

務代理委員は片桐委員に決定した。

⑵ 会議運営方法等について

会議記録内容の確認者については，部会長と職務代理委員とし，会議記録の作成に

伴う内容は要約的に作成し，発言者の表記方法については，委員個人を特定しない表

記とし，傍聴者の発言は認めないこととして決定した。
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⑶ 諮問事項についての事務局説明

ア 審議の進め方について

（Ａ委員）

審議の進め方について事務局から説明を

（事務局）

次期計画の策定までのスケジュールを確認した後，現行の「旭川市子ども・子育

てプラン」の概要と同プランの総括を事務局から説明し，諮問事項である次期計画

の骨子案の審議に進みたいと考えている。

（Ａ委員）

このことについて事務局案のとおりで良いか。 ＜意見等なし＞

イ 次期計画の策定までのスケジュール，現計画の概要及び総括について

（Ａ委員）

次期計画のスケジュールなどについて事務局から説明を

（事務局）

次期計画の策定までのスケジュールについて，説明させていただく。

このスケジュールは，計画策定を予定する来年３月までの作業に係るおおまかな

流れを記載したもの。

初めに，破線で四角に囲んでいる「専門部会」が，こちらの「第２期旭川市子ど

も子育てプラン策定専門部会」の会議を示しており，６月に３回程度，１０月から１

１月頃の時期に５回程度，合わせて８回程度の開催を予定している。

まず，６月の「専門部会」では，具体的な計画の策定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，次期計画の「骨子」に関する御意見を頂戴したいと思う。この「骨子」に

係る御意見については，７月の「第２回審議会」において，専門部会の答申として

報告する予定。

続いて，１０月から１１月のところの「専門部会」では，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，計画全体の

本文案に関する意見を頂戴する。

この「本編等」に係る意見については，１２月の「第４回審議会」において，専

門部会の答申として報告する予定であり，年明け１月には，パブリックコメントを

行い，広く市民の皆様の意見をいただいた後，それを踏まえて，３月の計画策定を

目指したいと考えている。

続いて，現行の「旭川市子ども・子育てプラン」について説明する。

「参考資料１ 旭川市子ども・子育てプラン（改訂版）」の４ページ中ほどに，計

画の変遷を示した図を掲載している。

現行の「旭川市子ども・子育てプラン」は，次世代育成支援対策推進法により，
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地方公共団体に対して，前期及び後期に分けて計画を策定することが義務付けられ

ていた，「次世代前期計画」及び「次世代後期計画」に続くものとして策定している。

本計画は，「旭川市子ども条例」に基づき，子どもの育ち・子育て支援に関する施

策を総合的かつ計画的に実施するために策定した基本計画であり，併せて，子ども・

子育て支援法に基づき市町村が定めることとしている「子ども・子育て支援事業計

画」の位置付けを持つものである。

次に，１０ページ，プランの構成については，第１章から第５章までと，資料編

から成っており，具体的な取組内容については，「子育てを支える」「子どもの育ち

を支える」「子どもの主体性を育む」「社会全体で支える」という，４つの基本方向

を定め，その下に１３の基本施策と，３９の主要事業を展開している。

また，１１ページには，課題解決に向けた取組の手法として，「喫緊の課題への対

応」と「将来に向けた仕組みづくり」の視点からも整理している。

次に，４０ページ，第４章の「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

供体制」では，就学前の保育ニーズへの対応策など，需要と供給のバランスを考慮

した，５年間における整備目標事業量等を掲載しており，平成２９年度に中間見直

しを行ったところ。

最後に，６８ページ，第５章では，「プランの推進に向けて」として，計画の進行

管理について整理しているほか，各種施策の着実な推進を図るため，指標及び目標

値を設定している。

７１ページから７２ページにかけて，基本施策ごとに，指標と目標値を設定し，

その進捗状況を確認しているところ。

続いて，現行の「旭川市子ども・子育てプラン」の総括について説明する。

「旭川市子ども・子育てプランに係る取り組み状況について」という，同じ標題

の資料で，Ａ４サイズの「参考資料２」の冊子と，Ａ３サイズの「参考資料３」を

配付した。

この２つの資料は現行のプランに位置付けた取組を振り返り，取りまとめを行う

ことで，次期計画の策定に生かすことを目的として作成したもので，後ほど説明す

る「骨子」を検討いただく際の，参考としての位置付けである。

プランの取組について，施策ごとに詳しく掲載した「参考資料２」から，ポイン

トとなる部分のみを抜粋し，一覧表として整理したものが，Ａ３の「参考資料３」

で，基本的には，同じ事柄を整理した資料となる。

本日の説明については，ポイントのみを抜粋した「参考資料３」を用いて行うの

で，Ａ３の「旭川市子ども・子育てプランに係る取組状況について（抜粋）」と記載

した資料を御覧いただきたい。

この一覧表は，左から順に，プランの大区分にあたる「基本方向」があり，それ

に位置付ける中区分の「基本施策」，小区分の「主要事業」が並んでおり，基本施策
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ごとに，プランの計画期間における取組の総括と，施策を推進する上での課題を整

理している。

さらに，表の右端には，現行のプランで設定した評価指標の達成状況について掲

載し，この達成状況については，それぞれ目標値が定められていることから，達成

したものを「◯」，一部達成したものを「△」，未達成であったものを「×」として

記載している。

１ページの「基本方向１ 子育てを支える」では，子どもを安心して生み，育て

ることができるよう，子育て中の保護者への支援を通じて，子育てに関する不安感

の軽減を図り，また，ひとり親世帯に対しては，それぞれの特性に応じた支援に取

り組むことを目的として，「妊産婦の健康と乳幼児の健やかな成長の支援」，「子育て

に関する多様な不安を和らげるための支援」，「子育てに関する経済的支援」，「乳幼

児の育ち学び環境の充実と保護者の仕事と子育ての両立支援」，「ひとり親家庭への

支援」の５つの基本施策を設定している。

個々の総括及び課題については，ここでは説明を省略するが，評価指標の達成状

況に着目すると，上から１行目の右端にある「人口千人当たり死産率の低下」につ

いて「全国平均以下」を目標値としていたところ，経年の数値に改善がみられるも，

全国平均を上回っていた。

また，上から４行目の「子育ての出費に負担感を感じている保護者の割合」につ

いては，「５年前に実施したアンケート調査による割合から減少すること」を目標値

としていたが，若干ながら上回る結果となった。

資料の２ページ，「基本方向２ 子どもの育ちを支える」では，子どもが生き生き

と，たくましく育つよう，子どもの教育や生活環境の充実に努めるとともに，障害

や児童虐待など，心身や家庭の状況に応じた支援を行うことを目的として，「社会的

自立に向けた教育環境等の充実」，「子どもの安全な日常生活環境の整備」，「援助を

要する子どもが健やかに育つ取組の推進」 の３つの基本施策を設定している。

評価指標の達成状況としては，「児童虐待相談対応件数」について，「計画策定時

の件数から減少すること」を目標値としていたが，それを上回る件数となった。

「基本方向３ 子どもの主体性を育む」では，子ども自身の主体性や自立性を育

んでいくため，子ども同士の交流や多様な経験，学びの機会の提供に努めるととも

に，社会の一員としての意識を育むことを目的として，「子どもの主体性を育む」，「社

会の一員としての意識を育む」 の２つの基本施策を設定している。

評価指標の達成状況としては，再掲の「児童虐待相談対応件数」のほか，「子ども

及び青少年活動団体の構成員」について，「計画策定時の人数よりも増加すること」

を目標値としていたが，団体の分散化・縮小化の影響もあり，人数が減少する結果

となった。

「基本方向４ 社会全体で支える」では，地域住民や事業者などが様々な形で関
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わりながら，地域全体で子どもの育ちや子育てを支える環境づくりに取り組むこと

を目的として，「子どもの育ち・子育てを支援する地域づくりの推進」，「事業者と連

携した取組の推進」，「社会全体の意識啓発」の３つの基本施策を設定している。

評価指標の達成状況では，一番下にある「子どもが成長してからも愛着を感じて

もらえるまちとしての保護者の満足度」について，「５年前に実施したアンケート調

査による数値を上回ること」を目標値としていたが，これを下回る結果となった。

全体としては，設定した２１の指標（再掲を除く。）のうち，「達成」又は「一部

達成」の指標が１６で，全指標のおよそ４分の３に当たり，残り４分の１が「未達

成」の結果であった。

これにより，子ども・子育て関する取組に対する一定の事業効果を確認すること

ができたものと認識しているが，評価指標が「未達成」となっている施策や，推進

する上で課題のある事項については，さらに，きめ細かな支援や，効果的な取組が

必要であると考えている。

以上で，現行の「旭川市子ども・子育てプラン」の総括に関する説明を終わる。

（Ａ委員）

事務局からスケジュールのほか，現計画の概要及び総括に関する説明があった。

スケジュールの中で話があったように，今回は理念，考え方の方向性，いわゆる

骨子を見ていくということで，全体のバランスとして考え方全体が妥当かどうかを

見ていくにすぎない。飽くまでも個別のことについては秋の専門部会で具体的な部

分を見ていく。全体像としていわゆる方向性が合っているかを見ていくということ。

それらも含めて，現計画の概要及び総括に関する説明があったが何か質問等ある

か。

（Ｂ委員）

参考資料３「旭川市子ども・子育てプランに係る取組状況について（抜粋）」の本

施策を推進する上での課題に記載されていない内容でも，具体的な要望として市が

取り組むべき事業として計画の本編策定時に盛り込むことができるのか。

それとも参考資料３の主な課題が基本となるのか。

（事務局）

本編の具体的な内容として盛り込むことができる。

（Ｂ委員）

これまで所属団体として過去に市に要望し，予算の都合などで実現していないも

のもあるので，次期計画には盛り込んでもらえるとありがたい。

⑷ 調査審議

ア Ｐ１～３ プランの目的・期間，プランの性格，基本理念・目標について

（Ａ委員）
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諮問事項である次期計画の骨子案について事務局から説明を。

（事務局）

「第２期旭川市子ども・子育てプランの骨子（案）」の１ページ，「１ プランの目

的」では，次期計画を策定する目的やその趣旨をはじめ，関係法令の成立や制度の充

実などの国の動きや，これまでの子ども・子育てに関する本市の取組について記載し

ている。

具体的には，１段落目で国の動向について整理しており，次世代を担う子どもを育

成する家庭を社会全体で支援する観点から制定された「次世代育成支援対策推進法」

や，「子ども・子育て関連３法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」に関連する事

項などを記載している。

２段落目では，子ども・子育てに関する市の取組として，子ども総合相談センター

の開設や，子ども医療費の助成対象の拡大，保育所等や放課後児童クラブの待機児童

ゼロの達成などについて，３段落目では，子育て支援施策の事業の方向性や目標等を

示すことを目的に次期計画を策定する旨，記載している。

次に，「２ プランの期間」では，次期計画の計画期間について記載している。

この計画期間については，「子ども・子育て支援法」及びこれに係る基本指針に規定

されており，令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とするもの。

続いて，２ページ「３ プランの性格」では，次期計画の位置付けと，他の計画と

の関係について整理している。

位置付けとしては，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」，次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」，旭

川市子ども条例第１４条に基づく「子どもが健やかに育つ環境づくりに関する基本的

な計画」，母子及び父子並びに寡婦福祉法第１２条に基づく「自立促進計画」，及び国

の厚生労働省の局長通知により規定されている「母子保健計画」を含むものとして，

策定したいと考えている。

また，他の計画との関係につきましては，「第８次旭川市総合計画」を上位計画とし，

これまでの本市における子育て支援の取組との継続性を保ち，同時に様々な分野の取

組を，総合的・一体的に進めるために，整合性を図りたいと考えており，子ども・子

育てに係る「関連する計画」として，下の表に整理したところ。

続いて，３ページ「４ 基本理念」では，「地域の絆で 楽しく子育て」，「健やか子

育ち・親育ち」，「親子の笑顔が 輝くまち あさひかわ」の３つを基本理念とし，こ

れを達成する目標として，「子どもを安心して生み，育てることができるまち」，「子ど

もが生き生きと，たくましく育つまち」，「子ども、家庭，地域が共に育っていくまち」

を定めており，いずれも普遍性をもつことから，現行の計画と同じものを設定したい

と考えている。

少子化や核家族化，価値観の多様化など，近年，社会を取り巻く環境は大きく変化
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しており，多世代間の家族の関わりや，地域との関わりも以前より希薄化する傾向が

みられ，親だけが子育てに向き合うことが，子育てを難しくする要因の一つと考えら

れる。

これについて，子育ての困難さを解消し，子育てを楽しみ，子育てと社会参加が両

立できること，心身ともに健康な子どもが育つこと，地域や事業者等が相互に連携し

て，子育て支援に取組むことなどが重要と考えており，これを踏まえた内容について，

基本理念及び目標として定めているところ。

以上，骨子の１ページから３ページまでが，骨子案の前半部分に当たるので，ここ

で一旦区切ることとする。

（Ａ委員）

事務局から骨子案の１～３ページ部分，４の基本理念までの説明があったが，意見，

質問等はあるか。＜意見等なし＞

（Ａ委員）

事務局案どおりとする。

続いて骨子案の４ページ以降について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の４ページ，「５ プランに反映すべき主な課題」では，次期計画において解

決していくべき課題と，その取組の方向性について，「⑴ 喫緊の課題への対応」，「⑵

子どもの主体性を育む」，「⑶ 将来を見据えた仕組みづくり」の３つに区分して，そ

のうち方向性が近い区分により，それぞれの課題を整理している。

これらの中には，新たに生じた課題のほか，現行の計画から継続して掲げているも

のもあるが，現時点で解消に至っていない課題についても，これを含めて記載してい

る。

初めに，「⑴ 喫緊の課題への対応」について説明する。

「ア 相談体制の充実」については，子育て支援部を中心に，各種相談業務に取り

組んでいるが，子育て中の保護者が抱える悩みや不安に対して，深刻化する前の段階

で，その軽減を図る取組を進めていくことが重要であると考えている。

昨年度実施したアンケート調査（＝ニーズ調査）においても，「子育てに関して不安

を感じているか」という設問に対して，対象者のおよそ３割が，「非常に不安を感じて

いる」又は「なんとなく不安を感じている」と回答しており，これらを踏まえて，関

係部局が緊密に連携し，必要な支援を，早期に行うことができる体制を検討していき

たいと考えている。

「イ 情報提供の在り方」については，一昨年実施したアンケート調査（＝生活実

態調査）では，保護者が子育て施策について，「制度やサービスについて全く知らなか

った」とする割合は，年収が低いほど高くなっていること，また，「制度情報の取得手

段」として，行政機関の広報誌や案内のほか，学校などからのお便りや，インターネ
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ットやＳＮＳの活用など，多岐にわたることが確認された。

これについて，必要な方に必要な情報を提供することができるよう，情報提供の在

り方を整備する必要があると考えている。

「ウ 子育てに関する経済的支援の充実」については，子どもに関する医療費の助

成や保育料の負担軽減措置など，市独自の経済的な支援に取り組んでおり，医療費を

助成する対象や，私立高校の入学負担金などの拡充も行ってきたところである。

本市においては，市民一当たりの所得が低く，子育てに関する経済的支援の充実が

必要であるが，市の厳しい財政状況もあるので，子育てに関する各分野において，経

済的支援の充実を図るという方向性を持ちつつ，より効果的な取組を検討することが

必要であると考えている。

「エ 仕事と子育ての両立支援」については，保育所等及び放課後児童クラブでは，

待機児童を解消したところだが，幼児教育無償化などの国の動向により，新たな保育

ニーズ量の増も想定されていることから，少子化などその他の要素も加味しながら，

その供給体制を検討していく必要があると考えている。

続いて，５ページ，「オ ひとり親家庭への支援の充実」について，アンケート調査

（＝ニーズ調査）では，「悩みや不安感」に関する設問や，「旭川市で子育てを行って

いる中での満足度」に関する設問において，そのほとんどの項目において，両親世帯

と比較して，きめ細かな支援の必要性をうかがわせる調査結果となった。

ひとり親世帯は，子育てと生計という役割を一人で担わなければならず，生活全般

で様々な困難を抱えるケースが多いことから，それぞれの状況に応じた，子育て支援

施策全般にわたる総合的な支援が必要であると考えている。

「カ 子どもの貧困対策の推進」について，アンケート調査（＝生活実態調査）の

結果をみると，経済的な支援はもとより，教育の支援など，多方面の取組が求められ

ていることを確認した。

また，経済的な貧困状態にある子どもたちの中には，社会的に孤立してしまう子ど

もも多く，地域における子どもの居場所づくりなどの施策を推進していくことも必要

であると考えている。

「キ 発達支援等を要する子どもの育成支援」については，発達支援等を要する子

どもが増加傾向にあり，また，医療の発達により，医療的ケアが必要な子どもも，同

様に増加している。

子どもや保護者の状況に応じた，多様で質の高い療育あるいは子育て支援の受皿が

必要であると考えている。

以上，ここまでが「５ プランに反映すべき主な課題」のうち，「⑴ 喫緊の課題へ

の対応」にあたり，ここで一旦区切ることとして，説明を終わる。

（Ａ委員）

事務局から４～５ページの（１）喫緊の課題への対応について説明があったが，意
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見，質問などはあるか。

（Ａ委員）

「ウ 子育てに関する経済的支援の充実」について，現計画の課題と同じ内容であ

る。５年経過しても全く変わっていないという市の見解か。もっと考えるべき。

（事務局）

依然として厳しい状況が続いていると思われるため，引き続き取り組んでいきたい

と考えている。頂いた意見を踏まえて本編で整理する。

（Ｃ委員）

「イ 情報提供の在り方」について，年収が低い世帯ほど市が実施している各種サ

ービスや制度を知らなかったと答えた割合が高いのはなぜか。

（事務局）

例えば母子家庭など，低所得の世帯ほど時間的余裕がなく，子どもが学校から持ち

帰る書類を見る時間がないなどが理由ではないかと推測するが，アンケートの結果と

して出たもの。

（Ｃ委員）

高収入の人でも時間的余裕がない場合が多いのではないか。その差は何か。

（事務局）

飽くまでもアンケートの結果として出たものであるが，理由の推測は難しい。

（Ｂ委員）

「ア 相談体制の充実」について，相談体制の更なる充実とは主に子ども総合相談

センターが担う部分であると考えるが，どのようにイメージしているか。

過去の会議か何かで，子ども総合相談センターの相談実績を報告してもらったが，

件数の報告であり，その相談がどうなったか，どこにつながり，どこにつながらなか

ったか，がどれくらいあったのかは分からないということであった。

相談受理件数ではなく，それがどう解決に結び付いたのかが重要ではないかという

話しになったと記憶しているが，相談を受けるというだけではなく，その解決に向け

てどう関与するかという意味で充実と記載したのか。

（事務局）

御意見のとおり解決に向けてという視点は重要と考えるが，他の機関の紹介や助言

をしたことで解決したか，何かにつながったかを確認することは難しい。反映できる

かは検討したい。

質問について，そうした意見を踏まえての相談体制の充実という意識かというとそ

うではないが，アンケート調査の結果を踏まえても相談体制の充実は必要なことであ

るので，解決に結び付いたか，つながったか，つがってないかという把握とは別に，

引き続き相談体制の充実は考えていかなければならないと考えている。
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（Ｂ委員）

何のための相談なのかが明確になっていないと，おそらく評価できない。

市内部においても相談件数が目標なのか，相談することによって何がどう変わった

ということを期待するのが目的なのか。そこが明確でないと何をもって評価するのか

ということができなくなるのではないか。

子ども総合相談センターという施設の名前に相談がある以上，どうなったことが子

ども総合相談センターとしての機能が発揮されたと評価できるのかということを盛り

込む必要があるのでは。

何のための相談かという部分を検討したほうが良いのでは。

Ｃ委員から年収が低い世帯ほど情報が入りづらいという話しがあったが，おそらく

年収の多寡ではなく，年収が低い人ほど興味がない，関心がないという方が多いので

はと思う。そういった人にどのようにすれば情報が届くのかを考えておく必要がある

のでは。例えば生活保護の申請に来られた方に制度を説明する，あるいは相談に来た

方に生活援助などの説明をするなどを想定すれば良いのでは。

全体を通して気になったことが，大変困っている方に対して支援する課題がここに

記載されているが，自分の所属団体で行っている訪問型支援事業において，対象者に

単身世帯はおらず両親のいる世帯ばかり。子育てに悩んでいるかというと，困っては

いるが悩んではいない方が多い。

この中で視点として足りないのは，普通の世帯でも困っている人が多く，通院され

ている方も少なからずいる。

（Ｂ委員）

「キ 発達支援等を要する子どもの育成支援」について，「保護者の受容が図られず」

という文言は現計画にもある。これまで，保護者同意がなくても可能な支援がないか

ということで市に相談した経過はあるが，どうしても保護者同意が障壁となっている

ため，保護者同意がなくても，巡回してほしいと提案してきた経緯もある。

次の５年間の計画を立てるに当たっては，保護者の受容の有無にかかわらず，でき

る支援を考えていくべきある。

（事務局）

今の意見について，現行のプランでもずっと課題である。色々な手法があると思う

ので本編に盛り込んでいきたい。

（Ｄ委員）

「エ 仕事と子育ての両立支援」について，１０月からの幼児教育無償化に伴う新

たな保育ニーズの増が予想されるとあるが，どの程度の見込みか。具体的にあれば。

（事務局）

無償化の対象である３～５歳の就園率が約９８％，０～２歳の非課税世帯は既に無

償であるため大幅ではないが，一時預かりや認可外保育などもサービスの対象である
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ため，一定程度の増と考えている。

また，満３歳児については幼稚園保育料（教育部分）が無償化となるため，そのニ

ーズは増えるのではないかと考えている。

（Ｄ委員）

今の表現だと３～５歳が増えるという印象であった。幼稚園にも保育園にも行って

いないお子さんが結構いるという印象であったが，そうではないということでよいの

か。

（事務局）

５歳児は就園率９９．３％。「増が予想される」という表現が大幅に増えるような印

象を与えるのであれば，表現の見直しは必要であると考えるので検討する。

（Ｅ委員）

「エ 仕事と子育ての両立支援」について，病院に勤務しているが，子どもの入院

時に仕事が忙しくて付添いができない人や，早く退院したいという人が多いと感じる。

病児保育やさぽねっと等の支援体制はこの喫緊の課題のいずれかに盛り込むことは可

能か。

（Ａ委員）

施策の全てが喫緊の課題に入らないという認識で良いか。

（事務局）

Ｐ４で「プランに反映する主な課題」としているが，この中で項目として洗い出し

た後，その下に各事業がぶら下がるイメージであるので，病児保育などもその中に組

み込まれることになる。

（Ａ委員）

「ア 相談体制の充実」について，Ｂ委員から話のあった「ここに出てこない家庭」

に対する施策も含めて長い目で見て「偏りなく，全体を見ている」ことが分かるよう

なプランとして見直すべきところは見直してほしい。

他に意見や質問等あるか。 ＜意見等なし＞

続いて骨子案５ページの（２）子どもの主体性を育むについて事務局から説明を。

（事務局）

資料の５ページの下にある「⑵ 子どもの主体性を育む」から説明する。

子どもが成長し，親として，あるいは，社会の一員として生きていく上で，子ども

の時に挑戦し，困難を乗り越える力を養っていくことが必要であり，そのためには，

子ども自身が主体性をもって多様な経験や学びを重ねていき，それらを自らの糧にす

ることが重要となる。

これらの多様な経験及び学びの機会については，家庭や地域等による提供を基本と

し，それが困難なものについては，市がそれらを提供することができるよう検討を行

い，子どもが多様な活動を行うことができる場の確保や，命の大切さを学ぶ機会の充



12

実などに取り組んでいるところ。

また，アンケート調査（＝ニーズ調査）の結果をみると，「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」の設問に対して，「子連れでも出かけやすく

楽しめる場所を増やして欲しい」と回答した方が，およそ７割を超えており，前回調

査と比較しても大きく伸びていることから，安心して遊び過ごせる子どもの遊び場に

関する施策など，子どもが健やかに育ち，主体性を育む環境の充実につながる取組の

検討を進めていきたいと考えている。

（Ａ委員）

事務局から５ページの（２）子どもの主体性を育むについて説明があったが，意見，

質問などはあるか。

（Ｂ委員）

「子連れ」という表現はどうにかならないか。「親子連れ」とか類似する言葉があれ

ば置き換えてほしい。

（事務局）

アンケートの設問項目から抜粋したもの。修正する。

（Ａ委員）

前半部分について現計画と同じ内容。前回の取組は弱かったのか。もっと何かやっ

たことがあるのでは。この５年間の市としての取組を反映すべき。

他に意見や質問等あるか。 ＜意見等なし＞

事務局には意見のあった部分を検討してほしい。

続いて骨子案６ページの（３）将来を見据えた仕組みづくりについて事務局から説

明を。

（事務局）

それでは，資料の６ページの「⑶ 将来を見据えた仕組みづくり」から説明する。

「ア 子どもの育ち・子育てを支援する地域づくりの推進」については，「地域」は

「家庭」の次に身近な関わりとなるが，近年は，地域連携に係る意識の希薄化などが

懸念されているところである。

しかしながら，家庭の子育てを支援し，それを補うためにも，地域の役割は大変大

きく，また，地域の温かい関わりの中で豊かに育つことも大切であるので，市の取組

をきっかけとして，地域住民自らが子育て世帯との関わりを深め，地域で支えていく

ことができるよう，その仕組みづくりを整備することが必要であると考えている。

「イ 安定的な子育て支援体制の構築」について，就学前の教育及び保育は，子ど

も同士の様々な関わりから，社会の一員として生きるために必要な様々なことを身に

付ける，学びと育ちの場であり，民間事業者の皆様が主要な担い手となり，子育て支

援や障がい児への支援など，広範にわたり，日々，尽力されているところである。

これについて，市として，様々なニーズ量に応じた，安定した体制づくりに取り組
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むとともに，市立保育所の今後の在り方についても，検討を進めていきたいと考えて

いる。

「ウ 妊娠期からの切れ目のない支援」について，乳幼児期の育ちや学びは，人間

形成・人格形成の基盤となるものであり，日々の育ちの積み重ねの中で培われていく

ものであると認識している。

これについて，子どもの成長を連続して支えていくために，家庭，地域，保育所等

へと，育ちの場が変わっても，長い目・広い目で育ちを捉え，妊娠・出産を経て，子

育て期に至るまでの切れ目のない支援の強化を図っていくことが必要であると考えて

いる。

以上，ここまでが「５ プランに反映すべき主な課題」のうち，「⑶ 将来を見据え

た仕組みづくり」に当たり，ここで一旦区切ることとして説明を終わる。

（Ａ委員）

事務局から６ページの（３）将来を見据えた仕組みづくりについて説明があったが，

意見，質問などはあるか。

（Ｅ委員）

「ア 子どもの育ち・子育てを支援する地域づくりの推進」について，地域の範囲

はどのように想定しているのか。

（事務局）

いろいろな区分があるが，一つの具体的な地域を想定していない。

例えば町内会，市民委員会，学校の校区など，このエリアという明確な，具体的な

区切りはない。

（Ａ委員）

現計画ではどの範囲としているのか。

（事務局）

各種事業の取組により，例えば，数年前から実施している子どもの居場所づくりや

見守りを行う事業は地域まちづくり推進協議会のエリアで実施しているものもある。

（Ｅ委員）

現計画では地域のネットワークという表現もあるので，限定するのが良いかは分か

らないが，決めていかないとネットワークも作れないし，地域住民というのはどれを

指すのかもわからない。校区が良いのかも分からないが，あるエリアがということを

決めた方が推進しやすいでは，行政によるきっかけづくりという部分も地域の定義が

ないときっかけづくりもできないのでは。検討した方がよいと思う。

（Ｄ委員）

個人的には小中学校の校区というイメージ。市としてはどうか。

（事務局）

イメージ的には限定していない。事業によって校区もあり，もっと広い意味での地
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域もある。意見を参考に検討する。

（Ａ委員）

将来を見据えたという部分なので，中長期的な具体的な目標が求められる。

それをきちんと明示しないと市民も動けないし，どこにどうして良いか分からない

という部分も出ると思うので，Ｅ委員の指摘も考えてほしい。

（Ａ委員）

「イ 安定的な子育て支援体制の構築」について，市立保育所に関係する記載は先

の審議会での市立保育所の在り方の内容も含まれるのか。

（事務局）

市立保育所に関しては，次期プランで方向性を示すとしていた。

これまでも色々な取組を進めてきたが，保育のニーズも踏まえながら民間の役割，

市立の役割を今回改めて整理する必要があると考える。

行政評価でも市立の役割，機能を明らかにするような評価を受けているので，次期

プランの策定に合わせて整理していきたい。

（Ａ委員）

本編では市立保育所の数も決めるのか。

前回も１にするのか，０にするのかという議論あったと思うが本編の話し合いの俎

上として上がってくるのか。

（事務局）

そこも含めて，本編では保育のニーズ量に合わせて提供体制や目標事業量を定めて

いくので，その中で，保育だけでなく現在実施している一時預かり事業や病後児保育

事業なども含めて市立保育所としての機能をどうするかという整理をしていきたいと

考えている。

（Ａ委員）

令和６年までのプラン。市長公約の中に児童相談所の設置に向けた検討とあり，次

期プランの計画期間の途中で現市長の任期満了となるが，次期プランで児相の在り方

について触れないということか。

（事務局）

公約は設置に向けた検討であり，今年度は先行市の調査を予定している。

次期プラン策定の中で具体的に設置かどうか記載できるかどうかは検討の状況を見

ながら。今の段階で明記はできない。

（Ｂ委員）

「ウ 妊娠期からの切れ目のない支援」について，ここで言う「子育て期」とは何

歳までを指すのか。

また，「切れ目のない支援の強化を図る」とあるが，今，切れていると感じている支

援はあるか。



15

（事務局）

就学前までと考えている。

現在は妊娠届出時に全員からアンケート調査を実施，また，妊婦健診，産婦健診，

乳幼児全戸訪問を実施し，妊娠中の状況を把握。その後，４か月児健診，１歳６か月

児健診，３歳６か月児健診まで情報を把握しながら，必要な方に支援が届くように取

り組んでおり，これらの取組等をさらに強化したいと考えている。

（Ａ委員）

子育て期とはいつまでを指すのか。

（事務局）

子育ての負担が大きい時期として就学前まで。

（Ｂ委員）

乳児の場合は一時預かり制度に乗れていない。なぜなら母が子どもを見られるので。

母親たちが皆，心身が健全かというと必ずしもそうではない。悩みを持っている方

もいる。自身が美容室に行けないという方や通院のため子どもを誰かに見てもらうこ

とができない状況もある。

また，双子など多胎児に対する支援が少ない。母を休ませてあげる制度がない。

「切れ目のない」というのは，保育とは行政処分としての措置がスタートなので，

健全な世帯では行政処分的な措置が必要ないという前提。なぜなら親が当然みるべき

という部分がある。真面目な親ほど自分たちがやらねばならないと負担を負わなくて

良い部分まで負担感を持ってしまうので，そんな子育てが楽しいと思えない。

切れ目のない支援も大事だが，誰かがその世帯に，「私たちがいるから安心してね」

と宣言してあげるという言い方をしてあげることができれば，安心して子育てができ

るのでは。制度にのった保育，教育を受けられるまで，誰かが「あなたの側にいるの

はこの人だよ」と決めてあげられるような，つぎはぎだらけの支援ではなく，一定期

間ずっとその人にそっていけるようなことを想定して，本編に入ってほしい。

同一人がずっと寄り添っていけるような支援を想定できればと思う。

（Ａ委員）

本編で具体的な検討を。

（Ｃ委員）

要介護認定を受けて利用する介護サービスのような手厚さで，子育ての支援ができ

れば良いと思う。厳しいと思うが。

児童相談所から保育園に連絡があり，警察からの照会に基づく通園確認であったが，

それを契機に児童相談所の担当者と情報共有していくこととなった。

後日，電話した際に，担当者が市外出張で対応できない場合が多く，他の職員では

対応できない場面があった。旭川に児童相談所があれば良いと思った。

子ども総合相談センターと児童相談所の違いがよく分からないが，子ども総合相談
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センターが児童相談所の代わりになれば良いとも思う。また，女性相談窓口で話しを

した際に市には警察から情報が入らないということも分かった。警察から児童相談所

には情報が入るが市には入らない。横のつながりがあったら良いと思う。

（事務局）

子ども総合相談センターと児童相談所は連携を取っており，見守りや情報共有が必

要な世帯については子ども総合相談センターから保育所等に児童の安否確認などをす

る場合もある。警察からの情報は児童相談所に入るが，情報共有を図るという場面も

ある。市の児童相談所の設置の有無にかかわらず，これからも情報共有しながら対応

していきたい。

（Ｆ委員）

昨今の事件の影響で緊急的に安全確認をしたいという事情もあったが，今後の対応

に気を付ける。

また，同時に複数案件を持っており，管轄のエリアも留萌，上川管内と広いため対

応が届かない場合があったかもしれない。

（Ａ委員）

他に意見や質問等あるか。 ＜意見等なし＞

（Ａ委員）

他に発言等あるか。 ＜なし＞

６ 閉会


