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令和元年度 第５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５日（火） １８：３０～２１：１０

○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（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，川口委員，小山委員，佐藤委員，田中委員，宮﨑委員

○欠席委員（２名）

後藤委員，諏訪委員

○事務局（１２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，上田補佐

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

（A委員）
基本方向２の全体的な説明と基本施策２－１「子どもの連続した育ちを保障する環境

整備」について事務局から説明を。

（事務局）

２３ページ，基本方向２「子どもの育ちを支える」は，子どもに対する喫緊の取組を

まとめており，子どもの育ちの連続性を意識して基本施策の見直しを行ったほか，子ど

もの育ちに関する様々な環境整備等について３つの基本施策を記載している。

最初に基本施策２－１「子どもの連続した育ちを保障する環境整備」について，本施

策は乳幼児期から児童期などの円滑な接続を意識した連携の推進として主要事業１「子
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どもの成長段階に応じた連携の推進」を新たに加えている。

また，現行の「旭川市子ども・子育てプラン」における主要事業１及び主要事業２を

主要事業２及び主要事業３として取組の内容などの見直しを行ったほか，主要事業４で

は「家庭と地域の教育力の向上」として，４つの主要事業を設定している。

基本施策２－１については，以上。

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

（B委員）
主要事業１の主な取組，スタートカリキュラムとは具体的にはどういった枠組みの中

で充実を図っていこうとするものか。

（事務局）

現プランにおいて新しく記載したもの。保育所，幼稚園，認定こども園から小学校へ

の進学に当たっての接続期のカリキュラムであり，小学校がスタートカリキュラム，ア

プローチカリキュラムが幼稚園，保育園，認定こども園の年長時の後半のカリキュラム

である。その接続のカリキュラムがスムーズに進むように，主な取組として記載した保

育所・教職員同士の交流・連携支援と併せて，保育所・教職員の連携の中で充実してい

ければと考えている。

（B委員）
職員の交流や連携の中で自然発生的に生まれ出るのがアプローチカリキュラム，スタ

ートカリキュラムということで良いか。

（事務局）

自然発生的にということでは考えていないが，アプローチカリキュラム，スタートカ

リキュラムをそれぞれ検討していくために，交流・連携の中の項目の１つとして掲げて

進めていければと考えている。

（A委員）
交流から始まって連携となり，連携から接続へとつながっていくと思うが，接続へ行

くところに対して市が何らかの具体的なアプローチを教育委員会としていくということ

はないか。

例えば，モデルケースとして地域の幼稚園や保育所，認定こども園と小学校でやって

いくようなものがないのか。そうでないとばらばらになる。全市的にそういうふうに行
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くとは限らない。具体的に考えているものはないのか。

（事務局）

現状において全市的に取り組めていけるような状況にはないが，市立保育所でいうと

近文の保育所では近文小学校と連携を含めてやっている部分がある。そういったものも

含めて今後，交流・連携を進めていく中でカリキュラムの部分についても話合いを進め

て行ければと考える。

（C委員）
幼保小の連携で，年に２回ほど会議があると思うが，その中でカリキュラムをお願い

するということか。結果的に幼稚園，保育園側が作る部分と小学校側が作る部分で，擦

り合わせというか，うまく行くようにしていくのが良いと思う。年に２回ある中でそう

いうことも行っていくということで良いのか。

また，「保育所・教職員同士の交流」とあるが，「保育士・幼稚園教諭・教職員同士の

交流」ではないか。

（事務局）

年２回の幼保小連携会議について，今年度も８月に実施し，今月にも予定している。

そういった場も活用しながら幼保小の連携を両カリキュラムの接続の部分での話合いが

できたらと考えている。

もう１点，御指摘いただいた「保育所」の部分は「保育士」が正しいので訂正する。

（B委員）
スタートカリキュラムについては道の幼児教育推進協議会でも話題になっている。幼

保小の連携がエリアごとに，連携はしているが，行事を一体的にしている場合や幼保連

携の会議を実施しているなど差があるということが話題。その中で幼児教育として質の

高いものを求めていこうという話になっている。できるなら，今話題になっているスタ

ートカリキュラム，アプローチカリキュラムの編成まで，幼保小の連携の中でいけない

か。職員が交流すれば自然発生的に生まれるのかという質問は，カリキュラムが出来上

がるまでは，旭川市の幼保小連携はこういうものであると誰かが旗を振っていかないと

小学校でも校長先生や教頭先生の考え方で変わってみたり，地域の実情によって変わる

ところがある。道でもいくつかモデルを指定した中で，幼保小の連携，カリキュラムの

編成はこうだというものを作ってみないと，なかなか分からないという話題があった。

それで逆説的な質問をしたところだが，市教委ともどういった形で編成が必要か，ど

ういったメンバーがそこに入るのが望ましいか，旭川の小学校に入る子どもたちにどう

あってほしいか，幼稚園，保育園でこういった経験を保障してあげてほしいだとか，話
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合いの機会が必要。それに公立の接続をモデル的に使うのか，民間園でも幼稚園と小学

校あるいは幼保小３つで作ってみるだとか，色々なモデルの作り方があると思う。そこ

まで踏み込んだものを考えているのかという意味での質問であった。

おそらく自然発生的なものでなくて，意図したものを計画的に作っていくという働き

掛けも一部必要かなという気がした。

（A委員）
富良野市は道のモデルケース。昨年度から小学校の先生を含めて公立の保育所が中心

にやっている。

市や市教委が中心となって動く必要がある。これから５年間このプランで動いていく

と考えたときに，５年経っても結局ここまで進んでいないのかというのはどうかと思う

ので，担当部局の方で今後５年間の道筋，在り方というものを検討してもらう必要があ

る。

（D委員）
小学校の事情についてはよく分からないので質問だが，主要事業２の「確かな学力を

育成する教育の充実を図ります」という中で少人数学級編成の実施とあるが，今は少子

化ということで学校全体の人数は減っていると思うが，理想としては少人数学級編成と

は何人くらいで何クラスというものは数字としてあるのか。

（事務局）

少し古い情報ではあるが，旭川市は平成１８，１９年くらいから３５人学級を小学校

１，２年生から実施し，その後，５年くらい前から３０人学級まで，小学校３，４年生

まで拡大したという経過がある。

（E委員）
簡単に言うと国が４０人，北海道が３５人，旭川市が１，２年生を３２人，３，４年

生を３７人でクラスを組めるように人を配置している。

（D委員）
特別に学力を向上させるために１０人や２０人というものではないのか。

（事務局）

教職員定数というのは，児童数，学級数で決まっているので，委員からお話のあった

とおり，基本的な定数というの４０だが，きめ細かな指導，個に応じた指導がより望ま

しいので，１クラスを少しずつ少なくしていくということが，この少人数学級編成の狙
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いである。今後こういったものについては，児童数も少なくなっていくので，状況に応

じて人数も見直されていくものではないかと考える。

（A委員）
主要事業３の「学校における相談体制の充実」とは具体的にどう充実させていくのか。

例えば，新聞で出ていたスクールロイヤーについて，いわゆる学校の中だけで判断が

つかないときに専門の弁護士や医師に入ってもらい判断を仰ぐというもの。そういうと

ころまで突っ込んだ形での相談体制の充実というものを学教教育の方で考えていこうと

しているのか。

学校の中の教育相談体制では厳しいかなという事案が出てきていると思う。後でスク

ールソーシャルワーカーの話も出てくるが，そういった次元ではないことが出てきてい

ると思うので，もう少し先生方が本来の業務に集中できるような教育環境を作っていけ

る方向に私たちも協力していく必要があると思う。希望として述べる。

（E委員）
主要事業２に書いてある取組は，学校や教育委員会が行うことが大半を占めていると

思うが，教育委員会でいうと各課の行うことが書かれており，これは旭川市の子ども・

子育てプランだから市教委が担っていく中身も含めてという理解で良いか。

（事務局）

そのとおり。

（E委員）
その時に市教委とも連絡を取りながら作っているということで良いか。

（事務局）

そのとおり。

（E委員）
文言について，ここの枠の中だけでも教員と教職員という言葉があるが，教員と教職

員では入る人が変わってくると思うが，学校教育基本計画が作られたばかりのものがあ

り，また，教育行政方針も毎年出ているので，そこの文言との照らし合わせをしていた

だき，文言の質を上げていくと良いと思う。他部署との関係もあるかもしれない。

（A委員）
市教委と連絡を取って文言の整合性を確認してほしい。
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他にも学校教育との関連があるかもしれないので慎重に文言の整合性を確認を。

（A委員）
基本施策２－１については，部会の意見として，主要事業，主な取組としての追加は

ないが，主な取組の具体的な内容についてそれぞれ担当部局でしっかりと詰めていただ

きたい。特にアプローチカリキュラム・スタートカリキュラムの部分，今後５年間の中

でどいうった形で具体的に進めていくのか，きちんと決めていただくということで。そ

の他，文言の整理もあるので２９日に確認したい。

（A委員）
次に基本施策２－２「子どもの安全な日常生活環境の整備」について事務局から説明

を。

（事務局）

基本施策２－２「子どもの安全な日常生活環境の整備」について，子どもの安全な日

常生活環境の整備についてまとめており，主要事業１「交通安全対策の推進」，主要事業

２「少年犯罪の防止と犯罪等の被害から守るための活動の推進」，主要事業３「子どもの

日常生活環境の整備」の３つの主要事業としている。

本基本施策においては，現行の「旭川市子ども・子育てプラン」における各主要事業

について，引き続き子どもの安全な日常生活環境の整備に取り組んでいく。

基本施策２－２については，以上。

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

（B委員）
今年，滋賀県と千葉県であった事故に関して，国から危険箇所の調査が一斉に市内の

保育園，幼稚園であった。小学校では既にあったが，その結果としてこのプランに反映

するものはないか。

今回初めて保育園，幼稚園が入ったと思う。事故で亡くなった事例があったので。そ

れが毎年行われるのであれば良いが，行われないのであれば危険箇所をどうやって市が

把握し，どうやって対応していくかということをここに書かれていると読まれる方は安

心すると思う。
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（事務局）

保育所等の危険箇所確認は，市の子育て支援部，土木部，警察を含めて先月市内の保

育施設等で実地調査し，厚労省に報告したところ。今後どのように活用していくか具体

的には示されておらず，次年度以降この調査が継続するかどうかも示されていないが，

今回の調査結果を踏まえてどのような対応になるのかというのは，市としても状況把握

した中で取組を進めたい。

（A委員）
主な取組に加えた方が良いと思う。主要事業１の主な取組に入れることを検討しても

良いのではないか。

（事務局）

主要事業１の「安全な道路環境づくりに取り組みます」というところの主な取組への

追加について，国の動きもあるが，どういった形で入れ込めるか検討する。

（E委員）
主要事業１のリード分３行の真ん中「交通事故の減少に努めます」を「交通事故の防

止を徹底します」と，交通事故は絶対あってはならないという表現に変えてほしいとい

う要望。

（事務局）

修正する。

（A委員）
主要事業３の取組の内容に「子育てに配慮した住環境の整備を進めます」とあり，前

回も子育てに適した住宅の検討とあって、今回も検討するとのことだが，過去５年でど

のような検討をし，さらに，その上でどのような検討をしていくのか。

また，各種公園や緑地の整備も前回プランと同じ内容。最近，東京都が全ての子ども

が共に遊ぶ公園作りに力を入れており，例えば車椅子のままで遊べる大型遊具や，背も

たれのあるブランコなどユニバーサルデザインを取り入れた公園など東京都内の公園が

変わってきているが，ここでいう各種公園の整備とはどこの範囲を考えているのか具体

的に知りたい。過去５年間でどこまで整備されたのか。旭川の公園が整備されたという

感じがしない。これからの５年も同じような形で進んでいくのか。いろんな状況にある

子どもたちが増えてきている状況下の中で，公園１つの在り方を取ってみても全ての子

どもの遊び場になっているかというと，なっていないと思う。そういったことがこれか

ら５年間も放置されたままでいくのか，それとも，これからの５年間で１つずつ改善の
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方向で進んでいくのかというところについて伺いたい。

（事務局）

住宅の部分について，市営住宅の整備としては北彩都団地は３号棟まで整備が終わっ

ているところであり，３棟１５０戸の内７０戸くらいが子育て住宅として条件付きの入

居を認めている。新規の住宅はなかなか建設できない状況ではあるが，公営住宅につい

ては今後もこういったことに配慮されていく。本題の子育てに適した住宅については，

市営住宅で言うと，例えば入り口付近の間口が通常より広い，段差がない，キッチン等

の危険性というか，凹がないなどの優しい住宅というのが色々な規定の中にあるので，

こういったものを民間住宅でも導入していただくような取組はできるかと思うが，飽く

までも民間の事業であるので，どこまで裾野が広がるかというのは難しい状況もあるが，

ユニバーサルデザインやバリアフリーなどについても努めて広く拡大する方向で検討し

ていきたい。

公園についても，例えば駅周辺で整備されており，新規で手掛けるものについては親

子連れの方や子どもの歩きやすいような整備の配慮もされていると思うが，既にある地

区公園については管理上，そこまでの配慮がどこまでできるかという点については，限

界性は，財源的なものもあるので難しい状況もある。しかし，こういった理念というか

考え方は必要であると思う。

（A委員）
今後の５年間ではより幅広い，子どもたちが利用しやすい公園となるように取り組ん

でいただける可能性はあるということで良いか。

（事務局）

各施設管理者で我々のプランを基に，公園整備の中での色々なプランがあるのでそこ

に生かしていくという形で，全市的な取組は可能と思うが，既存の部分について，例え

ば親子連れで利用しやすいといった内容がどういった整備になるかというのは，今後財

源を見ながら検討していくことになると思う。

（A委員）
基本施策２－２については，部会の意見として，主要事業１の「安全な道路環境づく

りに取り組みます」に主な取組として B委員から御指摘いただいた内容をどのように取
り込めるか事務局で検討し，２９日の答申案の際に発表を。
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（A委員）
次に基本施策２－３「様々な子どもが健やかに育つ取組の推進」について事務局から

説明を。

（事務局）

基本施策２－３「様々な子どもが健やかに育つ取組の推進」については，障がいのあ

る子どもや発達に関して支援を要する子ども，社会参加に困難を有する子どもへの支援

に関する施策として，主要事業１「障がいのある子ども，発達支援を要する子どもへの

支援」及び主要事業２「社会参加に困難を有する子どもへの支援」として２つの主要事

業を展開している。

現行の「旭川市子ども・子育てプラン」からの変更点としては，これまでの発達支援

を要する子どもへの育成支援であった主要事業１に障がいのある子どもや医療的ケア児

に関する取組を加えたほか，主要事業２ではいじめや不登校などの様々な問題の解決に

向けた取組を記載している。

なお，先ほど説明したとおり，児童虐待防止対策に関する取組については基本施策

１－５で整理している。基本施策２－３については，以上。

（A委員）
事務局から基本施策２－３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１の「発達支援を要する早期発見から」の主な取組に特別支援教育の充実と

あるが，具体的にはどういう形で充実するのか。

（事務局）

学校教育基本計画においても記載しているが，これまで行ってきた取組を継続すると

ともに，児童生徒の実態に応じた支援を行う上で必要な人員の確保や，一人一人のニー

ズに対応した教育に関する専門性の向上を図る研修会の実施を通じた教員の資質能力の

向上，子ども総合相談センターや関係機関との連携による相談支援体制を整備するなど，

特別支援教育の充実を図るという内容。

（F委員）
もう一歩踏み込んだ内容で「特別支援教育に関する研修の機会の提供」など，具体的

に書いてほしい。

また，要支援児に係る保護者の受容を促すための取組とあるが，「受容」という言葉が

気になる。この言葉を読むと，要支援児の障がい受容を保護者に押しつけているような
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ニュアンスに見える。そうではなくて，例えば保護者の理解を促すとか，そういった形

にできないか。受容という言葉を使うのは危険だと思う。

（事務局）

文言の整理，言葉の使い方について検討する。

（F委員）
色々と議論はあると思うが，保護者に受容を強要するようなニュアンスは良くないと

思う。受容しなくてはいけないのかという議論もある。そうではなくて，理解は得る必

要はあると思うので，それくらいのニュアンスにすれば良いと思う。

もう１つ，主要事業２に適応指導教室における個別の支援とあり，これは不登校学級

の話だと思うが，不登校学級に関して現状はあまりにもお粗末であって，不登校学級に

行きたいが不登校学級が３０人学級くらいになっていて，不登校学級に不登校の子がい

るというような状況で，せっかく個別指導や少人数で指導を受けられるはずが，自分の

教室よりも人数が多いのではないかというところがあって，具体的により改善する方向

で主な取組の文言を変えられないかという質問。

このまま行くと現状の支援を続けるという感じだが，かなり改善すべきところが多い。

市教委との兼ね合いになると思うが。

（事務局）

市教委と協議して検討する。

（F委員）
スクールソーシャルワーカーについて，具体的にどういった資格のある方か。

（事務局）

国で明確な要件を定めてはいないが，福祉的なソーシャルワークということでは，社

会福祉士や精神保健福祉士が望ましいところ。実際に配置としてはその職の確保が難し

く，現状としては全国的にも福祉の専門職のほかに教員免許所持者で一定程度の経験の

ある方を配置しており，本市においても今年度人の入れ替えがあり，５年務められた前

任者は精神保健福祉士の有資格者，現在は教員免許所持者である。

（F委員）
教育委員会に配置して専任で常勤職員として雇用するのか，それとも嘱託職員なのか。
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（事務局）

平成２８年度に市教委から子ども総合相談センターに移管された。従前から非常勤の

嘱託職員として配置している。

（A委員）
主要事業１の「多様な療育の機会の充実」の多様な療育の範囲とは具体的に何を指す

のか。

（事務局）

公的な部分と民間を指して多様という表現。

（A委員）
療育の質で多様性を見るということではないのか。サービスの違い，質の違いで見て

いくということではないのか。今の旭川市の周りの医療機関等を見ても同じようなこと

をやっているところが比較的多い気がする。保護者の選択肢がない。一人一人の子ども

のニーズに合ったものが本当に提供されているのだろうか。多様な療育というのは色々

なニーズを抱えたお子さんがそれぞれの持っている力を発揮していくための場というの

を旭川市が本腰を入れて取り組んでいこうとことなのかと思っていたが，そうではない

のか。それを目指して行くということで良いか。

主な取組はもっと具体的に記載した方が読み手も理解しやすい。

（B委員）
主要事業１の「要支援児に係る保護者の受容を促すための取組」について，F委員質疑

でもあったが「受容を促すため」という使い方は他者にしないと思う。ここで気になる

のは，要支援児に係る保護者の受容を促すための取組をしている間に，受け入れている

施設側に対しては何もされていない状況が何年も続いており，必要性が何年も要望書に

書かれているが，その受容的な態度を保護者に促す間，預かっている施設に対して何ら

手立てがないということを市はどのように評価しているのか。

医療的ケアの取組について，主な取組の１つ目では体制整備構築の検討となっている

が，２つ目では保育所等における受入れ拡大とある。ここは条件整備や体制整備を踏ま

えた中での受入れ拡大というのであれば分かるが，以前の審議会の中でも保育士に研修

を受けさせて医療的ケアを受けさせるべきだという意見が出ていたので，医療関係者が

いない中で医療的ケアを必要とする子の保育が実施できるのか疑問。そういう前提条件

なしで保育所における受入れ拡大を書くのか，一定の条件整備をした中での受入れ拡大

を図っていくのか，方向性としては違ってくるので考え方を教えてほしい。

主要事業２の中に自立援助ホームに関することの記載は市の計画として難しいのか。
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自立援助ホームを市の計画の中で位置付けることができるのか，できないのか。

（事務局）

要支援児に係る保護者の受容を促すための取組という部分で，「受容を促す」という言

葉は「理解を求める」という形で整理する。施設側への支援については，特別支援の補

助制度を市で持っているが，医師の診断を受けていない子どもの中でも支援が必要な方

が増えているのは実情であり，例えば保育士の加配などの補助制度の検討もしてきてい

るが，財源確保の面で難しい部分があり，また，理解を求める部分での取組の制度構築

ができていなかったり，市職員の体制であったり，整備すべき課題が整理できていない

状況にある。さらに保育士不足にどのように対応していけるかということもあり，長年

の課題がまだ解決されていない状況と認識している。しかし，具体的な仕組みの構築と

いう部分ではお金をかけずにできる部分もあると思うので，引き続き検討していかなけ

ればならないと考えている。

２点目の医療的ケア児への部分で保育所等における受入れの拡大という記載があるが，

実際に今医療的ケア児の保育所への入所希望は増えている状況にある。その中で今の段

階では，公立の保育所で１名と民間の認定こども園で１名の併せて２名の受入れを行っ

ているがいずれも看護師の配置をしている施設である。今後保育所等での受入れを広げ

ていく際には，先ほど B委員おっしゃったように当然条件が整わなければ受入れも難し
いと思うので，例えば職員の配置の部分なども併せて，条件整備を考えていく必要があ

ると思っている。

（事務局）

自立援助ホームについては，義務教育終了後の児童の生活の場であり，家庭に居場所

がない場合などの受皿として必要なものであると考えている。

昨年，旭川市内に１か所設置されており，引き続き新たな設置が検討されているとい

う話も聞いている。

自立援助ホームの制度としては所管が北海道であり，設置の届出や入所の決定などを

行っている。市の計画の中で主体的に記載することは難しい。

（E委員）
主要事業２に関して，不登校に頭を抱えている学校は多い。いじめは「いじめ防止基

本方針」で言い尽くされており，学校が主体的に取り組んで解決していくが，不登校は

学校や学習に原因がある場合もあれば，その他，家庭生活の問題もあって背景は複雑で

解決への道筋が難しい。主要事業２の説明で１行目に書かれているのは「いじめや不登

校などの様々な問題の解決に向け」だが，取組内容のところは「不登校児童生徒への支

援」，子どもへの支援であるから，市で持っている適応指導教室のことと家で勉強できる
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学習支援ということで，不登校の子どもが使える支援のツールが２つ書かれているが，

根本的に不登校にならないようにするための手立てはないものか。不登校の防止に向け

た支援の充実という取組が必要であると思う。その中には家庭生活への支援ということ

も入ると思う。それはネグレクトや昼夜逆転の家庭，住環境に困っている家庭，教育観

が自分の子どもの頃も不登校であったという意識でのこと等，色々な家庭生活があって

そこに福祉や医療との連携をとってアプローチしていくということができれば，解決に

向けた突破口になるかもしれないと思う。そこに，民生委員や児童相談所や子ども総合

相談センターという言葉も出てくるかもしれない，学校に関して言えばスクールカウン

セラーや研修というものでも良い。二つ目の四角の中で家庭に対するアプローチをして

いただきたい。それがひょっとしたら各ページに書いてあるかもしれない。Ｐ２２やＰ

２５の下段など，であれば再掲という形でも構わないので，不登校対策に重きを置いて

記載してほしい。

（事務局）

子ども総合相談センターとして，不登校あるいはその手前の学校に行きたがらないと

いう相談も受けるの相談機関としての対応は必要である。学校や家庭へのアプローチを

含めて，表現については教育委員会と協議しながら検討する。

（A委員）
E委員からお話があったとおり，予防的な側面として積極的に関わっていく必要かもし

れない。出てから対応していくのではなく，そうならないようにしていく手立てを１つ

加えておくことの意味はあると思う。これまでのプランでは入っていなかったと思うの

で，ここに入れるかどうかは別として２９日までに分かりやすさも含めて検討を。

（G委員）
自立援助ホームについて，既に旭川に１つ設置されており，今後も増えるとのことだ

が，旭川市が誰かに委託して作らせるものなのか。

（事務局）

市が主体的に委託してということではなく，ＮＰＯ法人などの民間の団体が設置して，

それに対して国や道から措置費が支払われて運営されているという状況。

（G委員）
そこの場所に必要かどうかの判断は誰がするのか。
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（事務局）

設置者が北海道に届出を行う。許認可ではないのでどういった判断をしているかは詳

細は分からないが，届出を行って一定の審査等をした後に運営されるという仕組みだと

思う。

（G委員）
旭川市が許可するということではないのか。

（事務局）

設置の届出受理は北海道が行う。

（C委員）
主要事業１に障がいある子どもに関して，判定に関することが出ていないが記載しな

くて良いのか。前回の専門部会で G委員から質問があり，判定を受けるのに時間がかか
るということであったが，市として判定に関する部分の考えが知りたい。

（事務局）

前回の専門部会では，発達の検査ということで３か月から４か月くらいお待ちいただ

いているという状況という御意見であった。

この検査というのは，判定をしているということではなく，相談支援の中で検査に基

づいて一定の見立てをしながら学校や医療機関と連携を取って相談支援をしている。

また，実際お待ちいただいている期間について，昨年度は３か月から４か月ほどであ

ったが，今年度は改善して１か月程度になっている。

判定ということと検査は異なるものである。

（C委員）
主要事業１の主な取組に保育所等における受入れの拡大とあるが，判定が出てそれに

対する加配ということだと思うが，そこを早くできれば保育所や幼稚園でも早く受入れ

ができるし，それに対する加配も考えていける。この判定に関することはどこかに入れ

ることはできないか。

（事務局）

平成２９年度に審議会の基準部会で議論した経過があり，加配に向けた支援を要する

児童の判定の仕組みをどのようにするのかというスキームを検討した。実際に保育所や

幼稚園の現場に行って集団の中で様子を見て，その結果を基に医師を含めた検討会議の

場で判定していくという形で検討してきたという経過はあるが，現状市の職員体制の部
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分で具体的に形になっていない。今回の主な取組の中に判定というところまでは入れて

いないが，要支援児に係る保護者の理解を求めるための取組の中で，どういった仕組み

ができるかというのを考えていきたい。

（C委員）
是非お願いしたい。せっかく子ども総合相談センターがあるので，ここで判定できる

仕組みを作っていただければと思う。

（B委員）
C委員のお話であった判定の部分で，事務局からの回答もあったが，前回の取組状況と

あまり状況が変わっていない，体制の充実と言っているが，人手がいない，なかなか難

しいということで充実を図ることになっているが，前回計画より下がっているというか，

そこにすら至っていないということであれば，判定できていない状態をそのままにして

いるという状態が続いているということになる。適切な療育に進む機会を喪失している

かもしれない。もうちょっと積極的に，判定することが難しいのであれば，判定の必要

がない状態で受入れを促進するしかないかもしれない。判定もできないから適切な療育

の方向にも進めることができないが，障がいを持った児童という判定が出ない以上，健

常という扱いで園も何もできない。判定をきちんとして前へ進めていくのか，そうでな

いのであれば判定を求めずにどんな子どもでも受け入れていくということを考えていく

しかないのではという気がする。答えは出てこない。意見として。

（F委員）
障がいの判定は難しい。はっきりとしている障がいで，療育手帳や心身障害者手帳を

持っているのであれば療育や加配というのは分かりやすい。そうでなくても支援が必要

な子どもは結構いると思う。事実上，園で人を付けざるを得ない状況というのもあると

思うが，加配にはならないという現状になっていると思う。安全の配慮などのために園

が独自にやっているケースも結構あるのではないかと思う。判定が難しいようなレベル

の話であれば，例えば，巡回相談などをするという形で園に先生方を支援するという形

で配慮できないか，また，実際に判定となると判定を求めない親も出てくる。判定を拒

否するということも実際にある。そうは言っても園では人を付けざるを得ない状況のお

子さんも多数いる。子ども総合相談センターの先生も活用して巡回相談などというとこ

ろも含めて取組として入れて良いと思う。意見として。

（事務局）

子ども総合相談センターにおいて巡回相談を保育所，幼稚園に対して実施しているが，

保護者からの相談に応じて行く場合，保護者の希望にかかわらず保育所，幼稚園からの
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希望による相談に対応する場合がある。判定について，巡回相談では保護者の心配事を

受け止めながら，保護者がどのように児童に関わっていけばよいか，幼稚園，保育所が

どうやって関わっていくかということの助言。判定については要支援児に係る保護者の

理解を促すための取組の中で合わせて検討されるものと考える。

（A委員）
今私たちが考えなければいけないのは，現場を代表している２人の委員の発言をどう

受け止めるのか，現実的に日々子どもたちと接している方達がこういうふうにしていか

なければいけないのではないかということを毎回のように発言しなければいけない状況

がずっと続いているということを，どう捉えてどう改善していこうとするのか。例えば

巡回相談１つ取っても決して機能しているとは言い難い部分がたくさんある。現実的に

は機能していないものをやり続けると言っても改善にはらない。充実したものになって

いかない。早急にということではないが，これからの５年間の中で，市だけではなく，

少しずつできる事，やれる事がないのかということは主な取組の中に積極的な文言があ

って然るべきでは。

１歳の子も５年経てば小学校に入る。これからの５年間もまた同じ状況で過ごすこと

になるのか，それとも違った形の環境下で過ごしていけるのかということは，人生の根

っこの部分を育んでいく幼児教育の時期においては無視できないと思う。もう少し考え

たい。市だけに何か押しつけるつもりはないが。様々な市内にある資源をフル活用して

の結果がここに書かれているものなのかどうかは考えてもらいたい。これからの意気込

みや姿勢がこの中に込められているというものが事務局から何度か出てきているが，そ

れらがもう少しクリアに見える形の文言になっていかないか。そこに向けてこれからの

５年間の中で一つ一つ具体的に考えていくことができれば良いと思うので，もう少し腰

を上げてほしい。

主要事業１の二つ目「発達支援を要する子ども」の主な取組の文言をもう少し考えた

いと思う。また，E委員から御意見のあった主要事業２「不登校児童生徒への支援」には
予防対策的な取組をここに入れるべきなのか，基本方向１に入れるべきなのかは事務局

に整理を任せる。

この２点を修正して答申を上げてほしい。

（A委員）
次に基本方向３の全体的な説明と基本施策３－１「子どもの主体性を育む」について

事務局から説明を。
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（事務局）

基本方向３「子どもの主体性を育む」については，子ども自身の主体性や自律性を育

んでいくための取組をまとめている。

基本施策３－１「子どもの主体性を育む」については，子どもの日常生活の中で，多

様な活動や体験機会の提供を図っていこうとするものであり，施策の展開に当たっては，

主要事業１「放課後の居場所づくり」及び主要事業２「子ども及び青少年活動の支援」

について引き続き取り組んでいくほか，現行の「旭川市子ども・子育てプラン」におけ

る主要事業３「多様な活動・体験機会の提供」については，主要事業３「多様な活動や

遊び場の整備」と主要事業４「自然体験や文化芸術活動等の参加機会の充実」として整

理している。基本施策３－１については，以上。

（A委員）
事務局から基本施策３－１ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（H委員）
主要事業２の北彩都子ども活動センターの運営とあるが，子ども同士の交流や多様な

経験というのは具体的に何をしているのか。

また，主要事業３の主な取組で子ども向け屋内遊技場の運営とは主に何を指している

か，室内で整備しているものだと思うが，主にどのような事をしているものか。

（事務局）

北彩都子ども活動センターについては，中高生を対象としたカメラ講座など，また，

中高生の異世代向けに学生同士が集まって一緒に蕎麦作り体験などの物作り体験の機会

の提供をしている。

（事務局）

子ども向け屋内遊技場はフィール旭川にあるもりもりパークを指している。運営開始

から８年ほど経つが，遊具を含めて色々な体を使った遊び，創意工夫というところでこ

の中での経験を通して外遊びにつなげるなど，引き続き運営を継続していくということ

で掲載している。

（F委員）
サイパルの活動はどこかに入れても良いのではないか。結構良いことされていると思

う。夏休みの科学体験だとか色々とやっているが，全く科学館の事業について触れられ

ていない。

また，主要事業３の主な取組にある「子どもたちの読書環境の整備」とは具体的にど
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ういう整備をするものか。

（事務局）

読書環境整備促進事業という事業の取組であり，内容としては講演会や読み聞かせの

ボランティア養成講座の実施など。

（F委員）
それを引き続きやっていくということで良いか。整備というよりもその事業をやって

いきますと記載して方が良いのではと思う。

（事務局）

文言整理する。

（A委員）
主要事業４の文化芸術活動の主な取組に記載のある各種体験事業の実施とは具体的に

何が行われるのか。前回のプランには記載がなかったと思う。

（事務局）

公民館事業における陶芸教室や書き初め，子ども将棋教室などで文化芸術に触れる機

会のことを指している。

（A委員）
社会教育では彫刻の街旭川，音楽の街旭川というのを核にして社会教育基本計画を立

てているが，社会教育の方でそちらに力を入れていこうとやっていて，旭川の子育ちの

ところではそういった部分が手薄になっているとすると，市全体の方向性がずれていく

という気がするので，可能であれば各種体験事業というところに市が今持っている学習

資源などの文化資本を十分に生かしていこうとしながら，具体的に落とし込んでいただ

くと，一貫性のある方向に進んでいく気がするので意識を持ってやってほしいと思う。

（D委員）
子ども向け屋内遊技場について，フィールの中にもりもりパークがあるという話だが，

そういった形のものはもりもりパークしかない状況か。街の中に子どもを連れて行くと

いうのは，車が中心であるとずれている部分もあると思うので，もし，広げるという状

況であれば，どこか別のところにそういった施設をもう一つ作る予定があるとか，そこ

を充実させるために何か活動するというものがあれば，そのへんも書いて行った方が良

いと思う。単にその施設を維持するということであれば，それはそれで書いておくべき
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とも思うが。何か計画はあるか。

（事務局）

新たな遊び場の具体的な計画はないが，委員がおっしゃったようにもりもりパークだ

けではなく，例えばわくわくエッグなど郊外にある施設もあるので，そういったものも

多様な活動や体を使った遊び場というところではつながっていくものと思うので，主な

取組の中に入れ込めるものを少し加えていきたいと考える。

（D委員）
自分の事業所でも児童デイに関わっている部分があり，わくわくエッグで体を動かす

のが好きな子どもも多い。色々な事業が充実していくと色々な選択肢もできて関わりや

すくなっていく。良い事業だと思うので拡大していただければと思う。

（A委員）
基本施策３－１については，主な取組について具体的に書くところは書いていただい

て第８回会議を行うときに再整理したい。

（A委員）
次に基本施策３－２「子どもの意見表明の機会の提供」について事務局から説明を。

（事務局）

基本施策３－２「子どもの意見表明の機会の提供」については，旭川市子ども条例第

１３条に基づき，子どもが自らの意見を発言し他者の意見を聴くことを学ぶ機会を確保

することをなどを整理しており，施策の展開に当たり主要事業１「自らの考えを発信す

る機会の提供」を設定している。

現行の「旭川市子ども・子育てプラン」において，主要事業１「命の大切さを学ぶ機

会の充実」については基本施策２－１で整理したほか，同じく現行の主要事業２「社会

の一員として意識を育む機会の充実」については基本施策４－３で整理している。基本

施策３－２については，以上。

（A委員）
事務局から基本施策３－２ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（F委員）
学校と連携した関連事業の実施とは具体的にどんな関連事業を実施しているのか。
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（A委員）
キッズタウンなどはこれに入るのか。

（事務局）

その１つ上の主な取組に記載している子どもの夢や希望を応援する取組の実施とは，

あさひかわっ子夢応援プロジェクト事業のことだが，この事業でも学校と連携してこど

が夢を追いかけることに対しての支援として学校と連携している取組の１つ。また，子

どもの職業体験事業である旭川キッズタウンは小学校４，５年生を対象に毎年１１月２

３日に実施しており，学校と連携した関連事業である。

（I委員）
中学生の少年の主張も学校との連携事業の１つではないか。

（事務局）

毎年６月上旬に中学生を対象とした少年の主張大会も，学校と連携した取組。

（F委員）
具体的に書けないか。そういった形で。学校と連携した関連事業の実施を更に増やす

のであれば具体的なものを示した上で関連事業の実施と書いてもよいと思う。

（A委員）
分かりやすいように工夫が必要。キッズタウンは小学校４，５年生が対象に今年から

変わったのか。去年まで３，４年生が対象でなかったか。

（事務局）

対象は変わっておらず小学校３，４年生である。訂正する。

（A委員）
自らの意見を聞くとともに他者の意見を聴くことを学ぶ機会とあり，自らの意見を発

言する機会というのは，学生と接していてなんとなく言える子も増えている気がするが，

人の意見を聴くということが難しいというか，言われてしまうと，自分の意見が全否定

されているわけではないが，ネガティブに捉えてしまうという子が出てきていて，うま

く人の話を聞くということの方が課題として大きいのではないかという気がする。発言

をするだけでなく意見を聴くという機会は具体的にどういう部分に充実させていこうと

考えているのか。一朝一夕で身につく力ではないと思うが，人の意見をきちんと聞いて

いくということを，どういう形で育んでいこうと考えているのか。
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団体活動の支援などで育まれていくのかと思う。主な取組としてあってほしいと思う。

（事務局）

例えば，あったかいね旭川という事業を毎年１２月にイオンモール旭川駅前店でクリ

スマスツリー作りなどを実施しているが，学生団体が中心となっており，団体の中で色々

な意見を発言しながら他者の意見を聴くという機会になっていると思う。また，旭川市

連合子ども会はリーダー育成の場であり，自分の意見を押しつけるのでなく，仲間内か

らの意見を聴取しながら具体的な指示を出すことや一定の方向性を出すといった取組が

ある。

（A委員）
やっている事は分からないではないが，それで身につけば苦労しないと思う。他の主

な取組で，先ほど F委員から出ていた読書に関する部分など，いくつかの行っている事
業の中でも，他者の意見を聴くということを学んでいける機会あるのではないかと思う。

外言されたものだけで他者の意見を聴く力が身についていくものではないので，もう少

し広い視野で，子どもたちが普段どういう生活環境下にあって，その中にどういう学び

の場があるのだろうかということを見ても良いのでは。意見として。

（B委員）
子どもの意見表明の提供ということで，社会と自分をどう関係付けていくことなのか

という気がしている。自身が経営する園の子どもたちは，年長は幼児消防隊ということ

で制服に身を包んで春と秋の火災予防週間のビラ配りや河川敷でたばこの吸い殻拾い，

冬には園の周りの消火栓の除雪などの活動により，社会の一員として気付いてもらいた

いというところを活動を通して伝えている。それと同じように成長期の高校生が園に遊

びに来てアレルギーのメニューを作りたいという相談に乗っている。美味しいのができ

たら園のメニューにのせると約束し，園の栄養士の話も聴きながら，値段も高いものは

出せないという話をした。君たちがいつかお母さんになった時に，みんなが作ったメニ

ューがいつか出てくるかもしれない，と考えたら素敵だという話をした。子どもたちに

は子どもたちでそれぞれ問題点や発想があると思う。その問題に対する解決策も子ども

なりに持っていると思う。先ほど青年の主張のような機会があると聞いたが，主張を主

張だけで終わらせてしまうのか，主張を市政の中に取り込むだとか１つの指標として用

いるだとかということがもしあるなら，子どもたちにとってこの上ない社会との接点で

あるし，色々な発想が認められたということの喜びにもつながると思う。主張の場とい

うものをどのように子どもたちが思ったこと考えたことについて取り組む努力というか

取り組む余地があるのだろうか。もしないのであれば，子どもたちにとっては良い経験

機会になると思ったので，そのような機会があるか教えてほしい。
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（事務局）

委員がおっしゃったような，子どもの主張の中身については，今のところ記録として

残っているだけ。施策として取り組むということまでは考えていない。今後検討する。

（B委員）
そういうものがあれば，子ども達にとって素晴らしいものになると思うので，機会が

あれば検討いただきたい。

（A委員）
基本施策３－２については，基本的には事務局案のとおりとする。

（A委員）
次に基本方向４の全体的な説明と，基本施策４－１「社会全体で支える」について事

務局から説明を。

（事務局）

基本方向４「社会全体で支える」は，基本方向３とともに将来に向けた仕組みづくり

に関する取組のうち，特に市民全体の関わりのもとで子どもの育ちや子育てを支えてい

くための取組をまとめている。

基本施策４－１「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，

子どもの育ちや子育てを地域において支えていくための取組を整理しており，２つ主要

事業を展開している。現行の「旭川市子ども・子育てプラン」における主要事業１「拠

点施設を活用した全市的なネットワークの形成」については，主な取組である子ども総

合相談センター及び北彩都子ども活動センターの整備が完了したことから，「地域におけ

るネットワークの形成」及び「地域活動の担い手の拡大」について，引き続き主要事業

として子ども食堂や学習支援などの子どもの居場所づくりの活動支援を追加している。

基本施策４－１については，以上。

（A委員）
事務局から基本施策４－１ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（A委員）
主要事業１の地域におけるネットワークの形成というところで，３つの圏域に分けて

いるが，前回のプランは拠点施設と地域におけるで分かれていて，拠点施設の中に子ど

も総合相談センターと北彩都子ども活動センターの整備があった。市圏域の全体のとこ

ろに北彩都子ども活動センターを残し，なぜ子ども総合相談センターが入っていないの
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か。

子ども総合相談センターこそ市全体の中での中心となって動かなければならない施設

だと思う。何か意図があるのか。ないのであれば単に入れ忘れだと思うので入れていた

だければと思う。

（事務局）

市圏域，市全体の規模の主な取組の２つ目にある児童相談所等の関係機関との連携，

要保護児童対策地域協議会などによる情報共有が子ども総合相談センターで行っている

もの。

（A委員）
私たちは分かるが，市民は分かるのか。なぜ，具体的なものが抜けているのか，それ

だけではなく，元々子ども総合相談センターの大きな３本柱の中に地域を作って，地域

で子どもを支えていくというのがあったはず。これこそ子ども総合相談センターの出番

では。要保護児童対策地域協議会だけではなくて。

子ども総合相談センターを存続させていくつもりがあるのであれば，確実に子ども総

合相談センターを別途入れていただかないと困る。

（事務局）

検討する。

（H委員）
主要事業１の主な取組，中圏域にある子ども食堂や学習支援など，子どもの居場所づ

くり活動の支援とあるが，ここで言う「など」には他に何かあるのか。

（事務局）

プレーパークの活動。

（B委員）
主要事業１にある子ども食堂や学習支援など，子どもの居場所づくり活動の支援は主

要事業２にも同じ文言がある。あっても良いものか。再掲と記載しないのか。

（事務局）

再掲である。



24

（A委員）
基本施策４－１については，主要事業１の市圏域の部分に子ども総合相談センターの

扱いについて整理すること。

（A委員）
次に基本施策４－２「事業者と連携した取組の推進」について事務局から説明を。

（事務局）

基本施策４－２「事業者と連携した取組の推進」については，市民全体のうち特に事

業者の関わりの下で子どもの育ちや子育てを支えていくための取組をまとめており，施

策の展開に当たり主要事業１「職場環境の整備」と主要事業２「事業者と連携した取組

の推進」を設定している。

新たな取組として親子向けの施設・店舗の情報提供などを記載している。基本施策

４－２については，以上。

（A委員）
事務局から基本施策４－２ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（A委員）
主要事業２の主な取組，授乳やおむつ替えスペースの提供は前回も書かれていたが，

この５年間で増えているのか。

（事務局）

現在市内で１００か所以上登録されている。増えてはいるが，その増えた数について

は今お答えできる資料が手元にない。

（A委員）
何か分かるようなマークがあるのか。

（事務局）

ステッカーがある。

（H委員）
あまり見かけない。
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（A委員）
基本施策４－２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４－３「社会全体の意識啓発」について事務局から説明を。

（事務局）

基本施策４－３「社会全体の意識啓発」については，施策の展開に当たり主要事業１

「社会全体で子どもの育ちや子育てを支える意識の啓発」と主要事業２「男女共同参画

による子育ての促進」を設定している。

本プランの策定根拠である旭川市子ども条例については，子どもの育ちに関する市民

の高い関心が具体的な行動につながりきれていないとの基本認識の下，市民一人一人の

行動につなげるためのきっかけづくり，行動指針として制定した経緯がある。

そのため，基本方向１の基本施策１－２において調査審議をいただいた市の施策につ

いての積極的な情報提供に係る取組について，子どもや子育て中の保護者との関わりを

深めるきっかけの一つともなるよう，情報発信の媒体や構成等について検討し，取り組

んでいきたいと考えている。基本施策４－３については，以上。

（A委員）
事務局から基本施策４－３ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（J委員）
前回の専門部会で育児ノイローゼの話があった。自分は子育て中に夫が休みだととて

も楽だったし嬉しかったので，育児ノイローゼが半減するのではないかと思う。主要事

業２の取組の内容に男性も育児休業等を利用しやすい職場環境づくりを推進しますとな

るが，市役所では自分の職員に勧めているのか。市役所が率先してそういう環境を作る

ということが大事だと思う。

（事務局）

職員に推進している。

（J委員）
企業を支援するのはすごく大事だが，自ら率先して市民に見せることで少しずつ広ま

ると思う。
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（事務局）

市役所全体の中でも男性の育児休暇の促進は進めており，当課においても女性職員の

夫が出産後１か月や３か月の育児休暇を取得して一緒に子育てをしたり，１日単位では

あるが育児参加休暇という別の制度を利用して子育てをするというところは少しずつ広

がっていると思う。そういったものが全市的に広がっていけば良いと思う。

（A委員）
育児参加休暇とは何日あるのか。

（事務局）

育児参加休暇は５日間。

（A委員）
地方公務員であれば必ずあるものではなく旭川市独自の措置なのか。

（事務局）

他の自治体については把握していないが，国の制度に準拠している制度であるため，

多くの自治体にあるかと思う。

（B委員）
先ほど質問すれば良かったが，保育園は月曜日から土曜日までお預かりしている。土

曜日は保護者が休みでも登園しているという状態があったり，労働法的には子の看護の

休暇が有給休暇の他に５日間認められているはずだが，休めずにお迎えに来ないケース

もある。先ほど基本施策４－２の主要事業１に子育てに配慮した労働形態の普及啓発と

あったが，どのような手法で啓発活動を行っているのか，基本施策４－３の主要事業１

にある旭川市子ども条例や児童の権利に関する条約の普及啓発も含めて教えてほしい。

（A委員）
病気の場合でも保護者ががんになったときに，有休や病休で足りないなど不安を抱え

る方も多いと思う。

（事務局）

企業に対する啓発について，今年度から始まった働く環境づくり支援事業においてシ

ンポジウムなどを実施している。
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（A委員）
例えば，若手の経営者の団体とタッグを組んで，子育て関する労働形態を一緒に考え

ていくというようなものはないのか。今，正に子育ての中心世代の人たちが考えていく

機会を持っていく方が影響力も大きいと思う。シンポジウムなど単発で終わってい，あ

まり変わっていくということはないのかと思う。

（事務局）

ワークライフバランスの啓発として，推進セミナーや企業の支援として表彰やアドバ

イザーの派遣などを実施している。

（A委員）
基本施策４－３については，基本的には事務局案のとおりとする。

（A委員）
第３章全般で特に意見等あるか。

（F委員）
ＳＤＧｓと関連して，前プラン基本施策２－３の主要事業３に貧困に対する取組の検

討について記載されているが，具体的に貧困に対する実態把握も終わってアンケートも

発表されたが，どこに入るのか分からない。関連するのであれば基本施策１－５や１－

３なのかと思う。具体的にアンケートを取って調査し，検討が終わって実際には支援策

の実施の段階に入っているはずだと思うが，特にその辺りの具体的な策が書かれていな

いのでどうかという質問。

（事務局）

アンケートが終わって具体的な施策はないのかという話だと思うが，経済的支援は

色々な部署でそれぞれ行っているが，貧困対策としてどこかの部署がトップとなってと

いう形には至っておらず，新たな事業についても構築できていないというのが実態。

（F委員）
ＳＤＧｓは貧困が１番目にきているので，貧困ということをしっかり明示しておく必

要があると思う。

（事務局）

基本施策１－５の施策の概要の中では記載している。
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（A委員）
市としては経済的支援だけで貧困問題が解決すると考えていないので，全方向性の中

においてこの部分をばらして，様々な角度から支援を考えていきたいというのが市の考

えであると説明を受けた記憶があるがそれで良いか。

（事務局）

そのとおり。

（A委員）
したがってこのような形でどこか１つにまとめて行くということではないという理解

で良いか。

（事務局）

そのとおり。

（A委員）
その他に全体を通して何かあるか。 ＜なし＞

３ 閉会


