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令和元年度 第４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１１月１日（金） １８：３０～２０：５０

○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（１１名）

會田委員，赤坂委員，荒木関委員，飯田委員，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

○欠席委員（４名）

石ヶ森委員，川口委員，後藤委員，宮﨑委員

○事務局（１１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

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

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 議事

⑴ 諮問事項についての事務局説明

（Ａ委員）

概要等について事務局から説明を。

（事務局）

まず初めに配付資料について説明する。

「資料１ 第２期旭川市子ども・子育てプランについて（諮問）」について，事前に送

付した今回審議いただく計画の素案。

「参考資料１ 旭川市子ども・子育てプラン」は，これまでの専門部会の際にも参考

資料として配付した現在の計画。

「参考資料２ 旭川市子ども条例」も，これまでの専門部会の際にも参考資料として
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配付した本市の子ども条例。

「参考資料３ 第２期旭川市子ども・子育てプランの骨子」は，前回までの専門部会

で審議いただき決定した骨子。

「参考資料４ 旭川市子ども・子育てプラン策定専門部会の進め方」は，本日の第４

回専門部会から，第８回専門部会まで審議いただくスケジュールの目安について示した

もの。後ほど説明する。

最後に，「参考資料５ 子ども・子育てプラン主要事業一覧」は，主に「第３章 プラ

ンの内容」を審議いただく際の参考資料として，本プランに関連する本市の各種事業の

内，平成３０年度決算で事業費が１千万円以上の事業について，プランの体系との関連

を示したもの。

次に本日以降の専門部会の調査審議について，参考資料４「旭川市子ども・子育てプ

ラン策定専門部会の進め方（事務局案）」に基づき説明する。

本プランについては，令和２年１月からパブリックコメントの実施を予定しており，

おおむね１１月中に答申をいただきたいと思う。

そのため，本日を含め５回程度の部会開催が必要と考えており，それぞれの調査審議

内容も含めて目安として配付している。

次に，プラン全体版の概要について説明する。

全体の構成については，第１章「プランの策定に当たって」から第６章「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）（エス・ディー・ジーズ）との関係」で構成している。

章ごとの内容について，第１章及び第２章は基本的に骨子をベースとした内容であり，

第２章の「３基本方向」及び「４プランの体系」については，骨子でお示しした内容よ

りも具体的になっており，こちらについては，第３章について調査審議を頂きながら，

その内容を反映していきたいと考えている。

第３章「プランの内容」については，骨子と同様，基本方向１から基本方向４で構成

しており，基本方向１及び基本方向２が喫緊の課題への対応，基本方向３及び基本方向

４が主に将来に向けた仕組みづくりとして基本方向ごとに基本施策を設定し，各基本施

策において主要事業とその取組の内容を記載している。

次に第４章「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制」については，

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において，

国が定める指針に基づき教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確

保方策の内容を定めるもの。

第５章「プランの推進に向けて」については，プランの進行管理，各基本施策の指標

及び目標値から構成している。
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第６章「持続可能な開発目標（SDGｓ）（エス・ディー・ジーズ）との関係」について，
持続可能な開発目標とは，すべての人々にとってより良い，より持続可能な未来を築く

ための青写真として，２０１５年９月の国連サミットで採択された，２０３０年までの

国際開発目標である。

この第６章は，国が策定した「持続可能な開発目標（SDGｓ）実施指針」に基づき，
関連する目標などを示しているもの。プラン全体版の概要については以上。

（Ａ委員）

事務局から全体の構成などについて説明があったが，意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

参考資料５について，サービスを受けていれば，それが当たり前のことと思うかもし

れないが，これだけ市の一般財源からの持ち出しで成り立っている事業がほとんどであ

るので，ある１つのものに財源が偏ると，これら広く行われているものが何か維持でき

なくなってしまう可能性もあるということを理解していただきたく，配付してもらった

もの。色々な立場で参加してもらっているが，旭川の子ども全体を考えて発言いただき

たいと思う。

それでは，部会の意見として全体の構成などについては，事務局案のとおりとする。

⑵ 調査審議（第２期旭川市子ども・子育てプラン（案）について）

（Ａ委員）

骨子をベースにしている第１章及び第２章について事務局から説明を

（事務局）

第１章及び第２章の「１基本理念及び目標」までは，基本的に骨子をベースとした内

容となっており，「１プラン策定の目的」については，現プランの期間における法改正へ

の対応に関する記述などの整理を行ったところだが，１１ページ第２章の「２子どもが

健やかに育つ環境づくりに関する施策の大綱」については，現プランの考え方を踏襲し

ている。

次の１２ページ「３基本方向」及び「４プランの体系図」については骨子でお示しし

た内容よりも具体的になっているが，こちらについては，第３章について調査審議を頂

きながら，必要に応じて文言修正や主要事業単位での追加等により反映していきたいと

考えている。第１章及び第２章については以上。
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（Ａ委員）

事務局から全体の構成などについて説明があったが，意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

それでは，第１章及び第２章については，事務局案のとおりとする。

（Ａ委員）

第３章については，基本施策ごとに審議を進めていく。

基本方向１の全体的な説明と基本施策１－１「子育てを支える」について事務局から

説明を。

（事務局）

１６ページ基本方向１「子育てを支える」は，子育て中の保護者に対する喫緊の取組

をまとめており，子育てに関する多様な不安感の軽減や，子育てに関する経済的支援な

ど，分野ごとに基本施策１－１から基本施策１－５まで設定している。

最初に基本施策１－１「妊産婦の健康と乳幼児の健やかな成長の支援」について説明

する。

本施策については妊娠出産から乳幼児期の母と子どもの成長を健康面から支援するも

ので，施策の展開に当たっては３つの主要事業を設定している。

現行の「旭川市子ども・子育てプラン」からの主な変更点は，主に事業ごとの分類と

して展開していた主要事業を「妊産婦の健康支援」「乳幼児の健康支援」「子育て家庭を

支える体制」という形で，母，子ども，家庭の三つ分類で整理した。

基本施策１－１については，以上。

（Ａ委員）

事務局から基本施策１－１ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（Ｂ委員）

ふたご手帳の交付はいつから始めたものか。

（事務局）

平成３０年度の途中から配付している。

（Ｂ委員）

作成したきっかけは何か。
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（事務局）

従前から導入を検討していたが，多胎児のサークルからの要望や市議会議員からの指

摘を受けて，早期に導入することができたもの。

（Ｂ委員）

どのような内容か。サンプルを見たい。

（事務局）

単体で産むのと，多胎で産むのとでは母体への負担や産後の育児が別物であると考え，

国でも支援を手厚くするような方向性であるため導入したもの。次回御覧に入れる。

（Ｂ委員）

母子手帳とは別にあるものか，代わりにあるものか。

（事務局）

母子手帳と別にあるもの。

（Ａ委員）

赤ちゃんの全戸訪問は，全戸に対して実施できているのか。

（事務局）

実績は９５％，残り５％は連絡が取れない場合や申込みがないため，未把握者として

再度電話や家庭訪問を実施している。

それでも把握できない場合は４か月健診に来ていただけるよう確認している。

（Ａ委員）

５％のうち，４か月健診に来ない人はどれくらいいるのか

（事務局）

４か月健診の受診率は９８％。残り２％に対して全戸訪問して状況確認に努めている。

（Ｃ委員）

自身の子の出生後に絵本とごみ袋をもらった。訪問できない家庭に行き届かないので

はないか。
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（事務局）

ごみ袋は出生届の届出時にお渡しするもの。

絵本の配付は赤ちゃん訪問と異なる「うぶごえへの贈りもの事業」で実施するもの。

出産を祝う気持ちと共に，地域と結び付くきっかけづくりのため，民生・児童委員に

届けていただいている。絵本の配付と併せて市の事業 PRのちらしの配付をしている。

（Ｃ委員）

赤ちゃん訪問は保健師が来るのか。

（事務局）

生後１か月から２か月を目処に，主に助産師が訪問し，新生児の指導や育児相談を実

施している。

（Ｃ委員）

出生届を出す際に相談などできないか。出生届は，ほぼ１００％出していると思うが，

その際に相談ができればと思う。

（事務局）

妊娠届もほぼ１００％，飛び込み出産以外は届出があるもので，その際に専門職が面

談して相談に乗っている。

出生届を受けるのは市民課であり，現状は保健師の配置がないので難しい。

（Ｃ委員）

もっと効率よくできればと思う。

相談したいという人はいると思う。出生後１０日ほどで届出に来ると思うが，退院し

て少し時間が経った状況で不安もあると思うので，相談できる機会があれば，１か月後

に全戸訪問あるので，そのときに再度相談に乗るということにつなげることができると

思う。

９５％という数値はほとんどできていると思われがちだが，５％と考えると大きい数

値だと思う。限りなく１００％に近付けたい。

（Ｄ委員）

乳幼児検診は市で４か月，１歳６か月，３歳６か月にしているが，５歳児の健診はな

いのか。
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（事務局）

現状は実施していない。５歳児は発達を主に見ることとなるが，５歳過ぎてからの発

達障がいは集団の中で気が付くことが多く，健診の場で観察するというのも１つだが，

例えば保育園に入って，集団の中での観察する。事業としては巡回相談を実施している

のでそれを活用することが効率的と考えている。

（Ｄ委員）

市役所で健診をしているが，子ども総合相談センターで実施しないのか。

子ども総合相談センターには発達の先生もいるので，何かあったときにすぐ相談でき

ると思う。今後の予定はあるか。

（事務局）

そういったことも今後検討していきたい。

（Ｂ委員）

先ほどの出生届について，母親は出産した直後なので父親が届ける場合が多いと思う。

父親に分からない負担が母親にはあると思う。母親が届出に行く例は少ないと思うので

難しい面もあると思う。

（Ｃ委員）

個別訪問につなげたいと思う。代弁でも良い，妻がこういういことで困っていると伝

えるなどすれば，１か月後に訪問するからその際に相談に乗る，というやりとりも可能

と思う。出生届を出してお終いではなく，説明があって，その上で助産師が訪問すると

いうことを父親に伝えるということも意義はあると思う。

（Ａ委員）

本審議会の全体会議で産後ケアに関する質問があった。色々な制約があって産後４か

月までの事業だが，切れ目のない支援を考えたときに現状の在り方はどうかという内容

であった。

その後，市の考え方としては今のままの形でいくのか，今後５年間の中で何か検討す

るものがあるのか。

（事務局）

具体的にではないが，産後ケアは専門職である助産師や医療機関では看護師が母親の

精神的・心理的なケアをする。産後ケアは４か月までだが，その後に４か月健診につな

がるので切れ目のない支援と言えると思う。
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しかし，４か月を超えても不安や悩みを抱えるということがあると思うので，産後ケ

アの拡大ではないが，P17にある産前産後の家事・育児支援が１つ課題であると思って
おり，まだ実施していない事業だが，産後４か月まででなく，それより後の期間もフォ

ローできるような形で，もし事業化されたとすれば少し長い期間で考えていきたい。

（Ｅ委員）

子ども総合相談センターで乳幼児健診を実施しているのか。

（事務局）

実施していない。第２庁舎で実施している。

（Ｅ委員）

子ども総合相談センターでは精神的な障害のあるお子さんなどの発達支援の関係は診

ているのか。

（事務局）

発達支援の相談は子ども総合相談センターで実施している。乳幼児の健診や妊産婦の

相談は第２庁舎。

（Ｅ委員）

子ども総合相談センターとは関係ないのか。

（事務局）

子ども総合相談センターと母子保健課の双方に相談窓口がある。

（Ｃ委員）

産後ケアはマタニティブルーに対するケアが主だと思うが，産後半年以降もマタニテ

ィブルーになるというデータがある。３分の１くらいの人が経験するというデータもあ

る。３分の１というのは大きな数値。私事だが，妻の友人がマタニティブルーで子を置

いて自殺したという経験があり，問題だと思う。

産後ケアだけでなく，子を産んだ母に対して一貫した支援ができる窓口を別途に設け

られないかと思っている。

産後ケアから子育てをする母親のメンタルに対する相談など，マタニティブルーであ

れば相談に行けない母親もいると思うので，父親が相談にできる窓口など作れないのだ

ろうか。
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（事務局）

妊婦になってから妊婦健診を１４回，産後１か月までの間に２回健診がある。その健

診を通して医療機関と連携をとりながらの支援に取り組んでおり，産後は産後うつにつ

いての支援として，医療機関で産後２週間と１か月後に産後うつの質問票をとり，産後

うつがないかの確認をし，産後うつであれば必要な支援を行う。

（Ｃ委員）

数か月後にうつになるケースも結構あると思う。長いスパンで見る必要があると考え

ている。

また，現在のプランで不妊対策が記載されていた。削除したのならなぜか。

（事務局）

経済的支援に移行した。

（Ａ委員）

産後うつは半年で出てくる率が高いので，２週間と１か月の質問票での把握だけでは

厳しいと思う。これから何ができるか検討してほしい。

（Ｂ委員）

産後うつに対する具体的な支援策は。

（事務局）

医療機関で産後うつと診断された場合は，母子保健課にすぐその情報が来るので，家

庭訪問や電話での状況確認を実施している。

（Ｂ委員）

夫が育休を取得すれば産後うつにならないかもしれない。

（Ａ委員）

これからの５年間の中で，母子保健課から子ども総合相談センターへのつながりも含

めて具体的な在り方の検討を。

基本施策１－１に主要事業や主な取組の追加が必要なものはあるか。

（Ｃ委員）

産後うつの事に対して明記してもらって良いと思う。産後うつについてよく分かって

いない母親もいると思う。出産後すぐ，うつになるのではないかと思う方もいるが，ホ
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ルモンのバランスの問題など色々な問題で少し時間がたってから産後うつになる人も多

い。半年以降も産後うつになり得る，出産後うつになれば産後うつだと思うが，出産後

時間が経過してからだと産後うつでないうつ病かもしれないと思う例もあって，どこに

も相談できない状況も起こると思う。

（Ａ委員）

主要事業１の主な取組，産後ケア事業の記載を産後うつに関する記載とすることで良

いか。

（Ｃ委員）

産後ケア事業のみでは主な取組としては分かりづらいので，マタニティブルーのケア

なども含めてやってるということなので。

（Ａ委員）

基本施策１－１については，部会の意見として，主要事業１の主な取組の３つ目に，

産後うつに関する取組を加える。文言は事務局で精査してもらう。

（Ａ委員）

次に基本施策１－２「子育てに関する多様な不安を和らげるための支援」について事

務局から説明を。

（事務局）

基本施策１－２「子育てに関する多様な不安を和らげるための支援」については，取

組として主要事業１「相談支援体制の充実」，主要事業２「子育てに係る情報提供機能の

充実」から構成している。

現行の「旭川市子ども・子育てプラン」において，主要事業３「家庭教育活動の充実」

と位置づけていたものを基本施策２－１で「家庭と地域の教育力の向上」という形で整

理しており，また，主な取組として主要事業１にスクールソーシャルワーカーの配置拡

大の検討を，主要事業２に子育てガイドブックやホームページを活用した効果的な情報

提供を追加している。

（Ａ委員）

事務局から基本施策１－２について説明があったが，意見，質問などはあるか。
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（Ｆ委員）

スクールソーシャルワーカーの配置拡大の検討とあるが，現在の配置人数は。

（事務局）

スクールソーシャルワーカーは現在子ども総合相談センターに１名，従前は市教育委

員会の所管で平成２８年度に移管されたもの。依頼に応じて学校や保護者と電話や面接

対応を行うが，平成２８年度に６５５件であった相談件数が平成３０年度は９４８件と

２００件以上増加していることから，更にきめ細かい対応をするために増員したいと考

えている。

（Ｆ委員）

相談業務に関わる相談員の確保及び資質向上について具体的な案はあるか。

地域における関係機関，団体との連携強化とあるが関係機関，団体とは具体的にどの

ようなところを想定しているのか

（事務局）

相談員の確保及び資質向上について，相談業務については子ども総合相談センターだ

けではないが，例えば，相談員は保育士や教員，精神保健福祉士などの有資格者であり

確保が難しい状況だが，有資格者でかつ，できる限り相談の経験がある方を確保するこ

とに苦慮している。確保について具体的な有効策というのは難しい部分であるが，研修

の受講や内部における研修内容の情報共有などで資質向上を図りたい。

地域における関係機関，団体については，例えば子育てに不安のある家庭ということ

であれば，保育所，学校，民生児童委員や医療機関等との連携に引き続き努めていきた

いと考えている。

（Ａ委員）

「ニーズ調査では３割以上の方が子育てに関する不安を感じていると回答している」

と記載しているが，具体的に子育ての何に対して不安を感じているのか。それがはっき

りしていないと相談員の資質向上のテーマを絞れない。研修に生かせないのでは。

今後５年間でどこに向けて資質を上げていこうしているのか，具体的に分からない。

（事務局）

ニーズ調査について，まず全体的な部分で就学前の「なんとなく不安を感じている」

が２４％「非常に不安を感じている」が４％で約３割，就学前では「教育に関すること」

が４３％，「食事や栄養に関すること」が３４％，「発育発達に関すること」が２９％，「体

験や経験に関すること」が２４％。就学後ではあまり不安を感じていないが３２％，「な
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んとなく不安を感じている」が２６％，「どちらとも言えない」が２４％，具体的には「教

育に関すること」が５９％，「友達付き合いに関すること」と併せてこの２つが大きな部

分。

（Ａ委員）

教育に関することは教育委員会で，発達や発育に関することは子ども総合相談センタ

ーや連携などで対応すると思うが，栄養に関して３４％ということであれば，相談支援

体制を充実という部分でどこが具体的に対応するのか。

（事務局）

母子保健課の健診においては栄養士の栄養相談，そのほか，子育て健康相談の中での

栄養相談，幼児相談の中でも栄養士により栄養相談を実施しており，食事と離乳食の相

談を受けている。

（Ａ委員）

それら既存事業があった上で３４％の方が不安に感じているのであれば，それを解消

するような新たな取組を市として考えているのか。

（事務局）

栄養士がいる保健所と連携を図るなど，既存事業の中で充実は考えている。そのほか，

健診で栄養相談を受けているが，早く帰りたいという方も多く，また，子どもを抱きな

がら栄養の相談を受けることが疲れたり集中できないという方も多く，家に帰って子ど

もを寝かせてから，時間がある時に見られる媒体などの要望もあるので，HPの充実など
も考えている。

（Ｃ委員）

離乳食の与え方が分からない人，悩む人も相当多いと思う。託児付きの離乳食教室の

講座のようなものができないか。離乳食終わった後の食事も問題になるので，そういっ

た部分に対するサービスもあって良いと思う。

また，相談支援体制に関して，発達に関する相談支援体制の充実としてペアレントサ

ポートの積極的な PRがあって良いと思う。今後の考えを。

（事務局）

離乳食について，保健所で離乳食教室を年４，５回実施しており，託児も用意してい

るが，基本的には背負いながら調理するものは実施してる。
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（Ｃ委員）

どのように PRしているか。

（事務局）

市民広報などで周知している。

（Ｃ委員）

例えば，その教室を動画サイトなどウェブ上で閲覧できるような工夫などできないか。

（事務局）

要望として出してもらえると助かる。

（Ｃ委員）

今のを要望として出す。

（事務局）

ペアレントプログラムについて，発達に不安を抱える保護者だけではなく子どもとの

関わり方に不安を感じている方にも幅広く対象とできれば良いと思っているが，１回当

たりの対象者を多くすることが難しく，また，人員体制的に回数増なども難しいため，

次年度，少しずつ増やしていく中でどれくらい広げることができるかという部分は考え

ていきたい。

（Ｃ委員）

基本的にセミクローズでやる感じか。

（事務局）

各種事業で関わっている保護者の方に対して，この方はペアレントプログラムをやっ

た方が良いと判断した方はできるように，また，幅広く募集すれば定員にある程度限界

があると思うが，今年度の実績も踏まえてどれくらい広げられるか考えていきたい。

（Ａ委員）

今のＣ委員との話も含めると，主要事業２「子育てに係る情報提供機能の充実」の取

組の内容「子育てに関する情報を集約し，様々な媒体で提供します」の主な取組の３つ

目「ソーシャルネットワークサービスを活用した情報提供方法の確立に向けた検討」と

あるが，少し後ろ向きのような気がする。「確立」で止めて良いのでは。

ある種の喫緊の課題であると思う。広報誌「あさひばし」を最後まで読む方がどれく
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らいいるだろうか。テーマによっては開かれない月もあると思う。

また，子育てガイドブックも情報量が多く充実していると思うが，どこを見れば良い

か分からないということになる。キーワードで検索できるようにもなっていない。

「確立」で止めて，「に向けた検討」を削除するよう検討してほしい。

今ある資源を最大限活用できるような体制づくりを。これはそんなに費用がかからな

いと思う。

（Ｄ委員）

相談業務については，子ども総合相談センターについてはや市役所が開庁している９

時から１７時までなのか。

（事務局）

子ども総合相談センターについて，基本的には８時４５分から１７時１５分までだが，

電話相談については，月曜日と木曜日は２０時まで相談時間を延長している。

（Ｄ委員）

普通の面談について，夕方から夜の時間帯，日中働いておりなかなか相談できないと

いう方に対してどのような対応をしているのか。

（事務局）

相談者の仕事が早く終わるときや平日で休みのときなどに相談に来てもらうこともあ

るが，相談の時間の延長は，体制的に難しい。

（Ｆ委員）

相談したい方への電話や対面での対応の充実は必要と考える。例えば，いのちの電話

のような，夜中に困った時のホットラインのようなものを開設することは検討できるか。

また，情報提供自体は大事だと思うが，審議会本体で配付された資料だが，子育てガ

イドブックやわくわくカレンダーなどをスマホやタブレットから閲覧できるようにでき

ないかどうか。また，幼稚園などに設置して自由に持って行ってもらうことなどできな

いか。子育て支援センターなどでしか配布できていないのであれば，広まらないと思う。

お子さんがいく幼稚園，小学校，病院などで持って行けるようにすれば良いと思う。

さらに，ソーシャルネットワークサービスについて，例えば，お子さんのいる方が登

録すれば旭川市から子育てに関する情報がメールでどんどん届くなど，発信の在り方に

ついて検討できないか。
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（事務局）

１点目の相談について，現在，月曜日と木曜日の２０時までの電話相談を実施してい

るが人員確保に苦慮しているため，さらに２４時間対応となると体制として厳しい。緊

急の対応であれば１８９というダイヤルで児童相談所につながるが，そういったもので

はなく，一般的な相談の対応ということでは，そういった対応ができれば良いと思うが，

人員の体制的には具体的にお示しするのは難しい。

２点目の情報提供について，子育てガイドブックのは市のホームページで検索しづら

いという点は御指摘のとおりであるので，今後，概要版の配布などを検討していきたい。

３点目のソーシャルネットワークサービスを活用した情報提供について，他の自治体

では電子母子健康手帳を導入しており，導入に当たり費用は発生するが，旭川市におい

ても現在情報収集をしており，導入について検討をしている。

（Ｅ委員）

小学５年生の子を持つ母に，子ども総合相談センターで障がいに関する検査をお願い

するに当たり，３か月，４か月も待たされた。人員増できないか。何か検討しているか。

（事務局）

発達支援の相談における検査は数か月お待ちいただいている状況。相談員を増やした

いとは思っているが難しい。できる限り日程を詰めるなどしているが，解消は難しい。

（Ｅ委員）

障がいがあることの判定まで可能なのか。

（事務局）

最終的な，正式な判断は医療機関でないとできない。

（Ａ委員）

子ども総合相談センターの役割は，保護者が相談するだけでなく子ども自身が相談す

るということもあるはずだが，ＬＩＮＥは導入しているか。現在１００くらいの自治体

がＬＩＮＥによる相談に対応していると思う。数年前にもこの質問をしたが，子どもが

スマホを所持していても電話として機能させていなく，ＬＩＮＥでしか通話をしない子

どたちが多い中で，電話番号を使って相談するということは非現実的だと思う。主要事

業１の主な取組にある「利便性向上に向けた体制強化の検討」にＬＩＮＥの導入は含ま

れるのか。
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（事務局）

ＬＩＮＥでの相談対応可能となれば，利便性向上には有効だと思っている。また，委

員の御指摘のとおり電話として機能させていない場合や，電話では相談しづらい内容な

どでも有効だと考える。しかし，札幌市と北海道の教育委員会で試験的にＬＩＮＥの相

談を実施しているが，ＬＩＮＥで相談するためにはそこに人を貼り付ける必要があり，

人員体制が課題で本格実施には至っていないと聞いている。先行市の状況を見ながら費

用や体制について検討したい。

（Ａ委員）

子ども総合相談センターが出来て何年たつのか。

（事務局）

平成２８年に出来て，現在４年目となる。

（Ａ委員）

４年経って未だに子どもにとって利用しにくい子ども総合相談センターというのが，

ずっと続いてしまっている。それから今後５年間のプランを考えた時にまだ検討すると

いうことでは，小学生も中学生になって卒業してしまう。これは市全体的でそのような

時間の流れで進んでいるのか。子どもは今を生きている。そのような時間軸で進めてい

くというのはどういうことか。現実的に本実施している自治体が相当あるはず。試行段

階ではなく。にもかかわらず，オープンして丸３年経って，まだ，そういうことがこれ

から検討されていくという状況は考えられない。

（事務局）

ＬＩＮＥの対応は即応性が求められており，対応する者が専属でいなければならない

状況であったり，１人で対応することが難しい場合には相談するスーパーバイザー的な

者の配置など，先行市では必要と聞いている。簡単にできるという状況ではないという

部分で検討としている。

（Ａ委員）

簡単にできるとは言っていない。過去３年間の積み重ねの中で以前から問題として検

討されているはずのものが，未だに検討になっているということが問題と言っている。

一朝一夕でできるとは思っていない。この中で「体制強化の検討」あるのはどれくら

い市が本腰を入れて検討しているのかというのが見えない。そこにどれだけのものを考

えて行こうとしているのか，というところが具体的に明記されないと。いつまで経って

も検討で終わってしまう。今回のプランは「検討」があまりにも多い。この５年間でど
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れだけ具体的な施策として降りてくるのか見えない。その当たりを今一度真剣に捉え直

していただき，先日の審議会本体でも児童相談所に関する話もあったが，もう少し真剣

に考えて行かなければならないことが多いと思う。考え直していただきたい。

（Ｂ委員）

子ども総合相談センタ－に相談に来る若いお母さん方は，ある程度，きちんとした相

談事でないと相談に行けないという感覚がある。例えば，永山からであれば長い距離を

子どもを連れて行かなければならない。若いお母さんが育児で不安に思うことは些細な

事が多い。例えば，大人のご飯茶碗一杯食べてしまったけれども大丈夫だろうか，例え

ば，赤ちゃんが泣いた時に，原因が空腹で母乳をあげれば解決するところを，何か重大

な病気ではないか，など，ここに来るまででない些細な悩みは日々ある。先ほどＦ委員

やＣ委員からもお話のあった出生届を出す際にメールアドレスを登録し，育児情報が市

から配信される等，ＬＩＮＥではないからすぐに返事は来ないかもしれないが，今こん

な状況だけど大丈夫かなと相談できるようなものがあれば良いと思った。

小さな不安の中に早期発見したい大事なものがあるかもしれないので，小さな不安を

拾ってあげる方法があれば良いと思う。

（Ａ委員）

漠然とした不安感を抱えているというのは，アンケートの中でも出ていると思う。な

んとなく不安だというものの積み重ねで気付いた時には大きな事になる場合もあると思

うので，そういった事も含めて不安を和らげるための支援をこの５年間で１つずつ具体

化してもらえればと思う。

いつくか修正点が出ているので，事務局は精査してほしい。

（Ｅ委員）

A委員からのお話にあったとおり，子どもは今を生きている。障がいの有無を確認する
のに，３か月も４か月も待たされたら親としてはたまったものではない。なるべく早く

対応するように努力を。

（Ａ委員）

次に基本施策１－３「子育てに関する経済的支援」について事務局から説明を。

（事務局）

基本施策１－３については，子育てに関する経済的負担の軽減を通して，子どもの家

庭環境の安定を図ろうとするもの。主要事業として分野ごとに主要事業１「各種保育サ



18

ービスや就園及び就学に係る負担軽減策の充実」，主要事業２「子どもの医療費等の負担

軽減策の充実」，主要事業３「子どもの家庭環境の安定に向けた支援」を設定している。

主要事業１の主な取組として給付型奨学金の支給を新たに追加しているほか，現行の

「旭川市子ども・子育てプラン」においては，基本施策１－１で主要事業としていた不

妊対策の推進に係る取組ついて主要事業３の取組として整理している。

（Ｇ委員）

給付型奨学金の支給が新たに加わったとのことだが，具体的な内容を教えてほしい。

（事務局）

給付型奨学金の支給については従前から色々と検討してきたもので，今年度の春から

パブリックコメントなどで御意見を聞きながら，先の第３回定例会で新たに条例を制定

し次年度の春から新たにということで予算編成しているところ。

内容については，新たに高校に進学された方を対象に一定程度収入が少ない方を対象

とした返還不要の給付型の奨学金であり，私立，公立，通信と３種類あるが，私立は１

人につき７万円，国公立は１人につき６万円，通信課程は３万円という金額設定として

いる。保護者等からの申請に基づき保護者等に給付するという仕組み。

（Ｃ委員）

給付型奨学金について，成績に関係なく支給されるものであれば，奨学金という呼び

方に問題はないか。生活困窮家庭に対する援助という意味であり，厳密に言うと奨学金

ではないのではないか。

（事務局）

北海道では所得の全くない方及び非課税の方を対象に同じような内容で既に実施して

おり，今回旭川市が新たに制度化するものは北海道が実施する制度のすぐ上の階層の所

得の方を対象としている。

授業料等について，高校等は国の無償化の措置があるので，進学後の部活や制服代な

どの費用に役立てていただきたい。目的としては進学したくとも経済的な理由で断念せ

ざるを得ないといった家庭への一助となればというもの。あくまでも広義では奨学金で

あると考えている。

（Ｃ委員）

納得はできないが，分かった。引き続き議論が必要であると思う。

実際に学業を頑張っている人に対しての措置として奨学金というニュアンスであると

思う。いわゆる援助ではないものとして考えていただきたい。
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また，審議会本体で先日話題になった保育所等の副食費について何とかならないか。

経過措置が来年８月までとのことだが，それ以降はかかるということ。その辺りについ

ても前向きに検討してほしい。

（事務局）

給付型奨学金の関係について今後も議論が必要であるとの意見を頂いたが，成績要件

を設けないという部分は１つの特色であり，全国でもいくつかの自治体で散見されると

ころ。確かに成績要件も重要な要素であると認識しているが，育英財団や他の市中の奨

学金制度のある団体では成績要件を設けているので，我々は逆の発想で，対象にならな

いお子さんを救う，教育の機会均等という目的があると考える。この件に関しては既に

様々な市民の方から意見をもらった中でコンセンサスを得られたと考えているため，現

行制度の形の中で次年度からはまず実施したいと考えている。

（Ｃ委員）

内容としては大賛成。市の方向性としては良いと思っている。しかし，奨学金となる

と質が違うので，援助するということではだめなのか。なぜ，奨学金という名称を用い

たのか。あえて使ったのかというところ。

（事務局）

言葉の厳密な定義を辞書で確認したわけではないため，市の今回の狙いが奨学金の３

文字に該当しないかというと明確な返答はできないが，市として考えているのは学業に

向けての，学校に通うための色々な経費を包含してというものがいわゆる奨学金でもあ

ると考える。色々な御意見はあると思うが，当面はこの名称で実施していきたいと考え

る。

（事務局）

副食費について，今回の幼児教育・保育の無償化に伴い３歳以上の副食費が保育料と

は別に保護者が負担することとなる。国では年収３６０万円未満の方と年収３６０万円

以上の第３子以降については副食費が免除となるが，それを除いた方々の中でこれまで，

国が示す副食費の目安額４，５００円未満の保育料を支払っている方については逆転現

象が生じるということで，旭川市ではその分を補足していくという形で制度設計してお

り，それが来年８月までの経過措置としているところ。

幼児教育・保育の無償化によって，これまで旭川市が独自に保育料の負担軽減してい

た部分に国のお金が入ることにより，市の財源が少し浮くような部分も生じてくる。こ

の財源を子育て支援施策に新たに活用できないかという議論も内部でしている段階であ

り，その中で今お話のあった副食費についても，今後どのような事ができるかを検討し



20

ていきたい。

（Ｇ委員）

副食費について検討するということだが，今後，市として，副食費を全て無償とする

方向性も考えられるのか。他の自治体でも一部だが副食費を全て無料とするところもあ

る。全て無償とする方向性なのか，少しずつ所得制限を緩くしていくのか，どこまでの

方向性で検討しているのか教えてほしい。

（事務局）

副食費については，前回の市議会でも，無償化に伴い市の一般財源が抑制できるので

あれば，その部分をそういったものに活用できないかという質問があった。

本日は手元に資料がないため細かい数字は申し上げられないが，試算した中では，全

てのお子様の副食費を免除するとなるとかなりの財源を要する。市の一般財源が抑制さ

れるという部分も今年度は臨時交付金という形で国から無償化に係る経費が全額交付さ

れるが，次年度以降は交付税措置ということで具体的な金額が見えてこない。そういっ

た中で旭川市の周辺で言うと鷹栖町など全て無償化という自治体もあるが，旭川市の都

市規模で全てということになるとかなりの持ち出しが生じるので，それをどこまで，ど

ういう形でできるかという部分は今後検討しなければならないと考える。全国的に，中

核市で調査した中では，６市ほどで全額ではないがで一定の要件を設けて免除しており，

財政的に余裕のある自治体では全て無償としているところもあるが，旭川市の財政状況

も踏まえて検討していきたい。

（Ｂ委員）

せめて負担が増えた低所得者だけでもどうにかならないか。対象が３０世帯程度しか

ないのであれば，１年間の費用としてはそれほどかからないのでは。

（事務局）

Ｂ委員がおっしゃっているのは，今，旭川市が補足給付事業を行おうとしている対象

者，逆転現象が起こるという世帯で，来年の８月まで予定している対象の世帯数は ３

０くらいだが，更にそれ以上の免除となるとかなりの費用負担が生じることとなる。

（Ｂ委員）

それ以上とは言わないが，せめて今対象とする世帯を，来年の８月以降も引き続き対

象とできないか。
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（事務局）

なぜ８月までにしたかというと，保育料の切替えが９月で，そこで世帯の状況が変わ

ってくるということもあり，今の制度設計としては，現状，逆転現象が生じる世帯を対

象としていることろである。先ほど，Ｇ委員やＣ委員からお話のあった部分も含めて今

後，市としてどのようなことができるかは検討していきたい。

（Ａ委員）

基本施策１ー３については，いくつか御意見があったが，基本的な取組としては事務

局案のとおりということにしたい。

制度も始まったばかりで流動的な部分も多い。しかし，参考資料５にあるとおり，こ

れだけの一般財源の支出がある。この資料は１千万円以上の事業のみであり，細かなも

のはもっとあるが，その中で優先順位を決めていきながら，何が幅広く子どもたちにと

ってベストなのかということを真剣に考えていかなければならない。拙速な判断はこの

場ではできないと思うが，引き続き市で検討していただきたい。

事務局案のとおりとして良いか。 ＜異議なし＞

それでは，基本施策１－３については，事務局案のとおりとする。

（Ａ委員）

次に基本施策１－４「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」について事務局から説明を。

（事務局）

基本施策１－４「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」に

ついては，就学前の教育・保育環境及び各種保育サービスの充実などに関する取組として

二つの主要事業から構成しており，現行の「旭川市子ども・子育てプラン」からの主な変

更点については，これまで，主要事業２「幼稚園における教育環境の充実」における取組

として記載していた幼保小の連携に関する取組について，基本施策２－１「子どもの連続

した育ちを保障する環境整備」の中で整理したほか，主要事業１に市立の保育所の役割や

機能の整理に係る取組を追加している。基本施策１－４については，以上。

（Ａ委員）

事務局から基本施策１－４について説明があったが，意見，質問などはあるか。

（Ｇ委員）

保育従事者の確保について，保育士不足に対して保育士確保の取組を実施していると



22

思うが，幼稚園教諭も足りない。現在，幼稚園教諭と保育士の資格をほぼ両方持ってい

る。

保育園に偏っても，幼稚園に偏っても，どちらかが多くなるとどちらかが足りなくな

る。幼稚園でも支援していただいているが，市として幼稚園教諭の確保で考えているこ

とはあるか。

（事務局）

昨年から幼稚園教諭の免許状更新講習に係る補助を実施している。また，全ての幼稚

園で一時預かりを実施していただくなど，幼稚園にも待機児童解消の一翼も担っていた

だいていると考えており，子育て支援員研修の一時預かりに関して市の事業として実施

している。しかし，現状としては，どちらかというと保育従事者に対する部分が多く，

具体的な施策を示せる状況ではない。

保育従事者の確保については国のメニューもあり，市が実施している保育士確保事業

のほとんどが国のメニューを活用しながら実施している。幼稚園教諭の確保に向けて市

としてどのようなことができるかということは今後の検討課題と考える。

（Ｇ委員）

他の地域から旭川に来てもらうような事業をやっていると思うが，その中に幼稚園を

加えることはできないか。国のメニュー的に難しいのか。保育園でやっているので，保

育園に来た方に幼稚園を薦めることは可能か。

（事務局）

体験ツアーについては昨年度後半から実施しているが，移住所管部局で国の補助メニ

ューを使ったものである。訪問先・見学先に幼稚園を入れることについては今後検討し

たい。

養成校との意見交換の際に，保育所に限ってではないが旭川市の保育の現場の情報が

もっと欲しいと言われるので，市内の幼稚園も含めて情報提供することは可能。

体験ツアーについてもどのような形でできるのか国のメニューとの整合性も考えなが

ら検討したい。

（Ｇ委員）

市で子育て支援員研修を実施してもらっており有資格者は増えていると思うが，未だ

に幼稚園だけでなく保育園でも支援員を確保することが難しい。ハローワークとも連携

しているかと思うが，実際，資格を取って，働くというところまではどうのようになっ

ているのか。
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（事務局）

子育て支援員研修は年２回開催しており，それぞれ定員を１００名に設定しているが，

人気が高く毎年２倍以上の申込みがある。その中で厳正なる抽選によって選んでいるが，

各施設から推薦いただいている方が優先的に受講できるような仕組みとしている。

そういった方々については，子育て支援員の資格取得後，推薦された施設にそのまま

就職されると聞いている。しかし，それ以外の方については，どれだけ就職につながっ

ているかということについて調査を実施したが，あまり数字的な伸びがない状況である

ため，市としても課題の１つだと思っている。今もハローワークに御協力いただきなが

ら進めているが，実際の現場にどうつなげて行けるかはこれから少し工夫が必要である

と考えている。

（Ｇ委員）

今のお話で，かなり人気があって受けられないとのこと。もう少し人数を増やすこと

は難しいのか。

（事務局）

この研修は北海道が実施主体であり，旭川市は周辺町と連携を図りながら地域でお住

まいの方を対象に独自で実施しているもの。財政的な部分もあり回数や人数を増やすま

でに至っていないのが実情。

この研修は補助メニューを活用し一般財源を浮かせた中で実施してきたが，その補助

メニューは３年間という限度があり，既に３年経過したことから，回数は同じだが市の

持ち出しは増えている状況。周辺町からも負担金を頂いているが，特定財源がなくなっ

た分は周辺町にも新たな負担をいただいている。広げていきたいという思いはあるが，

財政状況から更に広げていくのは難しいのが実状である。

（Ｃ委員）

主要事業１の取組の内容「市立保育所の役割や機能を整理します」の主な取組で「新

旭川保育所と近文保育所の施設の在り方検討」とあるが検討とは具体的にどういうふう

に検討するのか。

（事務局）

新旭川保育所と近文保育所については，施設もかなり老朽化しているということもあ

り，施設の維持も含めて今後どうしていくかを検討していくこととしている。また，現

状としては保育の受け皿としての役割も果たしているので，今後の保育ニーズを見極め

た上で，施設の在り方を考えていく必要がある。

市立保育所については，旭川市公共施設等総合管理計画にも位置付けているので，整
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合性をとってこのような表記としている。

（Ａ委員）

体験ツアーについて意見が出たが，認定こども園は大丈夫なはず。幼稚園から幼保連

携型認定こども園になった施設を選んでもらえれば幼稚園の話もできると思う。

（事務局）

幼稚園型の認定こども園も対象としている。

（Ａ委員）

保育従事者の確保というところでは，保育士が目立っているところもあるので，バラ

ンスを考えていく必要はあると思う。

（Ａ委員）

それでは，基本施策１－４について，意見等あったが，事務局案のとおりとする。

（Ａ委員）

次に基本施策１－５「様々な家庭の状況に応じた支援の充実」について事務局から説

明を。

（事務局）

基本施策１－５「様々な家庭の状況に応じた支援の充実」について，現行の「旭川市

子ども・子育てプラン」では「ひとり親家庭への支援」としていたが，一つの主要事業

として位置付け，近年，大きな社会問題となっている児童虐待の防止対策として新たに

主要事業２「児童虐待防止対策等の充実」を追加し，また，ひとり親家庭のみならず経

済的困難を抱える家庭への支援として，主要事業３「経済的困難を抱える家庭への支援」

を追加した。

なお，本プランについては，母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく自立促進計画を

兼ねるものであり，基本施策１－５がその中心となるもの。

（Ａ委員）

事務局から基本施策１－５について説明があったが，意見，質問などはあるか。

（Ｆ委員）

主要事業２の取組の内容「児童虐待の防止と，発生時の迅速な対応と支援に努めます」
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に「関係機関」とあり，実際にこれは行われていると思うが，実際に関係機関とは具体

的にどこを指すのか。

また，虐待事案が出てみないとそのつながりがないと思うが，例えば関係各部署が年

に何回か定期的に顔を見せて何らかの対応策を協議するということはあるか。

（事務局）

関係機関については，子ども・女性支援ネットワーク会議を設けており，個別のケー

スについて子どもの世帯に関わる学校，保育所，医療機関などと連携を図ってその対応

を考えるケース検討会議を実施している。

全市的なレベルの会議については年２回開催し，相談や虐待対応状況等の情報共有を

実施している。

（Ｆ委員）

年２回の定期的な会議に参加する関係機関は具体的にどんなところがあるのか。

（事務局）

警察，法務局，医師会，歯科医師会，幼稚園・保育所などの関係団体。

（Ａ委員）

ほかに何か意見等あるか。＜意見なし＞

それでは，基本施策１－５は事務局案のとおりとする。

（Ａ委員）

本日の基本方向１までで調査審議を終了する。そのほかに何かあるか。

（Ｃ委員）

少子化についての対策がどこに該当するか分からない。政府も少子化担当という特命

大臣がいるくらい少子化について本腰を入れていると思う。実際どこまでやってるかは

疑問だが。少子化についての対策についてどこかで触れておくべきでないかと思う。

３人目４人目が欲しいが断念してしまうというような家庭に対して，実際にどういっ

た形で支援ができるかというところも含めて。市の考えを聞かせてほしい。

（Ａ委員）

Ｃ委員のお話では，基本施策のどこかで少子化対策の枠を設けて，市が実施している

少子化対策の取組をまとめた方が今後５年のプランとして良いのではないかということ

だと思う。



26

（事務局）

審議会本体でも子育て支援部として具体的なものは現状，ないとお答えしているとこ

ろだが，市全体の人口ビジョンなどでは合計特殊出生率を上げる取組として，経済的な

部分や人口流入，子育ても含めて総合的に勘案する必要があるという考えを持っている。

本プランへの記載については検討する。

（Ｃ委員）

政府としても施策を打っている。特命大臣までいる。市も何らかの形でしっかりと少

子化について，子育ての充実という側面も含めてやってるということ示す必要があると

思う。

（Ａ委員）

基本施策１－３の主要事業３の不妊治療に係る助成は経済的支援に係る内容であるた

め，これを含めて新たなところに取り組みの内容として設けていくことになると思うの

で，基本方向１から４のどこに当て込めていくのが良いのかは事務局で整理を。

その他に少子化に関わる対策として子育て支援部でやっている取組があれば主な取組

として記載を。

（Ａ委員）

ほかに意見等はるか。

（Ｂ委員）

１歳６か月健診と３歳６か月健診を午前中の実施にできないか。午後は子どもの生活

のリズムからすると昼寝の時間である。機嫌が悪くなるし親も午前中にしてくれないか

と思う。

（事務局）

４か月健診，１歳６か月健診，３歳６か月健診，幼児相談は全部で年間２６０回程度

あるが，診察は医療機関から医師を派遣していただき実施しており，医師の確保は長年

苦慮してきた経過がある。市内の医療機関においても午前中に派遣することは非常に難

しい。午後に医師に来てもらって健診を実施することにより医師を確保しているのが現

状であるため，午後の開催となってしまう。

（Ｂ委員）

大事にしたいのは子どもたちの状況なので，そこを第一に考えて設定して欲しい。
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（事務局）

確かに午後になるとお子さんの機嫌が悪くなる。特に１歳６か月健診と３歳６か月健

診では発達を診る部分もあるため，お子さんの状態が良い午前中に実施することが理想

だとは考えている。しかし，現状としては医師の確保が難しいため検討が必要だと考え

る。

（Ａ委員）

それぞれの職務がありながらでの活動となるので，こちらの思いだけでうまくいかな

い部分もあると思うが，検討できる余地があるのであれば，御協力いただけるところに

はお願いしながら無理のない形で進めていただければと思う。

（Ａ委員）

その他事務局から何かあるか。

（事務局）

先ほど給付型奨学金についてＣ委員から質疑いただいた件について，制度自体の大き

な目的の１つで教育機会の均等ということを念頭においている。例えば高校生が，好き

な部活ができない，参考書を買えない，冬場を迎えてお下がりのコートを着続けなけれ

ばならない等あると思う。それらを乗り越えて充実した学校生活の礎に使っていただき

たいという趣旨がそこにある。そのため低所得世帯の子どもたちの学びを後押しすると

いう部分で奨学金という言葉を使った。委員のおっしゃる内容よりも拡大解釈という部

分もあるかと思うが，そのような趣旨での名称であるということで補足説明する。

（Ａ委員）

その他事務局から何かあるか。 ＜なし＞

３ 閉会


