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令和元年度 第７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１９日（火） 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（１２名）

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，諏訪委員，田中委員，宮﨑委員

○欠席委員（３名）

會田委員，後藤委員，佐藤委員

○事務局（１３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，土橋補佐，上田補佐，中見主査

母子保健課 松浦課長，高垣主査

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）
前回の専門部会で一部回答が残っていた，平日日中の教育及び保育の各地区の状況に

ついて事務局から説明を。

（事務局）

Ｐ５５の幼稚園の定員増について改めて説明する。プラン掲載の数値については前回

の部会でも説明したとおり施設整備や施設類型の移行に伴う予定を反映したもの。前回 B
委員から質問のあった定員の増減に関する意向調査は実施していないため，その数値は

反映していない。また，定員減については届出制，定員増は申請となるためその都度個

別協議，判断をしていくものであり，本市においては変更申請の妥当性の根拠となる必

要書類の提出や施設と事前協議し，施設整備部会に諮った上で決定することとしている。
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今回プランに掲載している幼稚園の１号定員の増については，認可定員の変更という

ことであったが，現時点で市に対して具体的な申請，協議がなされているものではなか

ったため，Ｐ５５の神楽・西神楽・緑が丘地区の数値及びＰ４１の市全体の数値につい

て，２５名の増という部分は削除する。

先ほども説明したとおり利用定員の減は届出制であるため，市がその可否を決めるも

のではない。前回の部会でも意見があったが，今後人口が減少していく中では施設から

定員減の届出がなされることも考えられる。プランの中ではその数値は反映していない

が，変動の可能性があることは考えられるので，「量の見込み及び確保方策」の欄外に注

意書きを記載しているが，この部分に定員減の可能性があることを記載したいと考えて

いる。

今後，数値の乖離が生じる場合も考えられるが，中間見直しの際に反映したいと考え

ている。

（A委員）
事務局から平日日中の教育及び保育の各地区の状況ついて説明があったが，意見，質

問などはあるか。

（B委員）
確認だが，令和２年度の幼稚園１か所，定員２５名増はない。この記載を削除すると

いうことで良いか。

（事務局）

プラン上では削除する。認可定員ということなので北海道に申請という形。本市の協

議は経ていないため削除する。

（B委員）
利用定員ではなく認可定員ということであったのか。

（事務局）

そのとおり。

（A委員）
平日日中の教育及び保育の各地区の状況については，部会の意見として事務局案のと

おりとする。
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（A委員）
子育て援助活動支援事業について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の４７ページ，参考資料６の１８ページの子育て援助活動支援事業は，乳幼児

や小学生の児童を有する子育て家庭を対象に児童の預かり等の援助を受けることを希望

する方と，育児の援助を希望する方が会員登録し会員相互間で育児の援助を行う事業で

あり，ファミリーサポートセンター事業における取組を指している。

「１」のニーズ量については，年度延べの利用者数が令和２年度の９，０９２人から

減少し，令和６年度は８，４９７人で１日当たりの利用者数は２５人程度の推移となっ

ている。次に「２」の実績について，年度延べの利用者数は平成２９年度が最も多く

４，５１７人，今年度の実績は１，８００人程度を見込んでおり利用者数は減少傾向に

ある。

量の見込みについて，現計画においても量の見込みが利用者数の実績を大きく上回っ

ていたが，利用会員のニーズには対応してきたところである。利用者数の実態に合った

量の見込みとするため，令和元年度の利用見込みに合わせて令和２年度は１，８１０人

としており，利用者数は年度によって大きな差があるところではあるが，「１」のニーズ

量が減少する割合に合わせて，量の見込みも減少するものと見込んで算定している。

確保方策について，令和２年度においては利用者数の実態に合わせた確保を図るため

に１，８１０人として，後年度も同じ確保方策による推移としている。

利用者によって利用回数が大きく異なり，利用者数も年度によって大きな差が生じる

が，量の見込みを上回る利用希望に備えるため，引き続き提供体制の確保に努めていき

たいと考えている。以上で子育て援助活動支援事業についての説明を終わる。

（A委員）
事務局から子育て援助活動支援事業ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（A委員）
平成２９年度の実績が多い理由は分析しているか。

（事務局）

利用の実人員でいうと大きな減少はないが，１人の方が数多く使ったということがあ

る。例えば，１つの世帯で３人のお子さんがいて，学校，保育所等の送迎で往き帰りで

利用すると１人で１日６件のカウントとなる。そういった方でほぼ毎日利用された方が

おり，転出等により大幅な減という状況もあった。また，ほかの方でもお子さんが複数

おり兄弟での利用など多数回利用された方が転出等でいなくなったことが大きな要因と
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考える。また，保育環境の充実などにより全体的な利用減もあると考える。

（A委員）
依頼会員の推移はどのようになっているか。

（事務局）

依頼会員について，各年度末で平成２８年度１，１３２人，平成２９年度１，１４６

人，平成３０年度１，１６１人であるので，おおむね横ばいである。

（C委員）
提供会員の変遷はどうか。また，今後の見通しについて。

（事務局）

平成２８年度が２４３人，平成２９人が１９４人，平成３０年度が２０１人と多少の

増減はあるが大きな変動はない。毎年度，委託先で提供会員確保のための講習会の開催

なども実施しており，引き続き提供会員の確保に努めたい。

（B委員）
このファミリーサポートセンター事業に類似する事業として緊急さぽねっと事業とい

うのがあると思うが，棲み分け，類似性を教えてほしい。重複している気がする。

（事務局）

ファミリーサポートセンター事業は保育所や幼稚園，学校の送迎や預かりなど定期的

に使うということで実施している事業。一方，緊急さぽねっとについては，急な病気や

仕事などで緊急に使うというもの。いずれも事前登録が必要だが，使う事情，理由とい

うところで，定期的なものか，緊急的なものかという棲み分けはされている。

提供会員についてもファミリーサポートセンター事業と緊急さぽねっと事業の両方の

会員となる方もおり，また，依頼会員についても両方に登録されている方もいれば一方

のみに登録される方もいる。

（A委員）
ファミリーサポートセンター事業は病後児保育も実施しているのか。

（事務局）

病気の場合は緊急さぽねっと事業で対応している。
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（A委員）
子育て援助活動支援事業については，部会の意見として事務局案のとおりとする。

（A委員）
利用者支援事業について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の４７ページ，参考資料６の１９ページ，利用者支援事業の基本型について，

教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう身近な場所において当

事者目線の寄り添い型の支援を実施する事業であり，子育て支援ナビゲーターの取組を

指している。

「１」のニーズ量については，算定の対象外とされているため記載していない。「２」

の実績について，平成２７年度は２名，平成２８年度が４名，平成２９年度以降は３名

を配置しているところである。

量の見込みと確保方策については，就学前児童を持つ保護者に対し多様な保育サービ

スの情報を提供するほか，子育て支援センターや子育てサロンなど庁舎外においても情

報発信を行っているところであるが，業務量に大幅な増減は見込まれないことから量の

見込みを３名とし，確保方策についても３名配置の現在の体制を維持することとして事

業を進めていきたいと考えている。

参考資料６の２０ページ，母子保健型について，保健師などが専門的な見地から相談

支援を実施し，妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築する事

業である。

「１」のニーズ量については，算定の対象外とされているため記載していない。「２」

の実績について，１名を配置しているところである。

量の見込みと確保方策について，利用者支援事業（母子保健型）は，子ども総合相談

センターと母子保健課が連携して実施しており，専任の保健師１名は主に特定妊婦の支

援を担当している。

他の関係機関等とも連携して対応しているが，対象者数に大幅な増減は見込まれない

ことから，量の見込みを１人とし確保方策についても１名配置の現在の体制を維持する

こととして事業を進めていきたいと考えている。以上で利用者支援事業についての説明

を終わる。

（A委員）
事務局から利用者支援事業ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。
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（B委員）
「当事者目線の寄り添い型の支援を実施する事業」と記載しているが分かりづらい。

前回は子育て支援ナビゲーターと明確に記載されていた。内容が違うものであるのか。

違う表現を用いたものか。

（事務局）

子ども・子育て支援交付金の交付要綱にある目的の表現を記載した。

（B委員）
何をするものなのか。

（事務局）

子育て支援ナビゲーターの取組。子育て支援センターや子育てサロンにおいて色々な

預かり先，サービスの紹介，その世帯に合った保育の利用方法についての相談を受ける

など，利用者に寄り添った相談支援，情報提供を行うもの。

（B委員）
そのように記載した方が分かりやすい。

（事務局）

交付金の要綱上の目的ではこのような表現になっているが，委員から指摘のあったよ

うに表現としては分かりづらいので，子育て支援ナビゲーターという言葉も用いながら

より分かりやすい表現で記載したい。

（C委員）
母子保健型の説明に妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援と記載して

あるが，妊娠期の第何週から，子育て期とは具体的に何歳くらいまでを範囲としている

のか。

（事務局）

この母子保健型で対応しているのは特定妊婦ということで，若年の方や予定していな

い妊娠をされた方，飛び込みの出産をされた方などである。母子保健課や産科医療機関

などからそうした情報が子ども総合相談センターに入った時点からの支援となる。いつ

までかという部分については，1つに出産後，４か月健診につながって母子保健課と情報
共有ができる段階，また，４か月を超えてもなお支援が必要であれば母子保健型だけで

はなく，子ども総合相談センター内の家庭児童相談担当の保育士などの職員に引き継ぐ
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などの連携により対応する。

（C委員）
参考資料６のＰ２０に対象者数に大幅な増減が見込まれないことからと記載してある

が，特定妊婦は年間どれくらいいて，一人の担当者でまかないきれるような数なのか。

若年妊娠はかなり多いイメージがある。

（事務局）

平成２９年度が２９人，平成３０年度が２７人，今年度は１０月末で２１人と多いペ

ースではあるが，専任の保健師が対応するほか，兼任ではあるがもう１名の保健師と２

名で対応している。

（B委員）
母子保健型の説明に妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築

とあり，大切なキーワードだと思うが，先ほどの１名の専任保健師で対応できるのか。

出産後の母には色々な課題，問題があると思う。その方々に対する切れ目のない支援

となったときに，担当者１人という形で切れ目のない支援と言えるのか。例えば，訪問

型の支援や一時的な保育という形の支援もあると思う。母子保健型の中では対応してい

ないと思うが，そういう方のニーズはどのように拾って，それを含めて切れ目のないよ

うに支援していこうということを考えているのか，あるいは制度に乗らないものは考え

ていないのか。実際にどこまでの支援を考えているのか。相談に乗る，この人を紹介す

るということまでで支援と思うのか。

（事務局）

先ほども話したとおり専任の保健師と兼務でもう１人いる。特定妊婦については２人

で対応しているが，特定妊婦ではないがハイリスクの妊婦については母子保健課でも対

応しており，母子保健課と子ども総合相談センターで連携しながら切れ目のない支援に

努めているところである。また，どこまでかということについて，単に相談に乗るとい

うところだけではなく，例えば，出産後の養育に不安がある場合には，保育所入所への

相談としてこども育成課とも連携しながら特別な配慮を要するという情報提供し，そこ

につながるところまでの支援などを行っている。

（B委員）
支援は十分であるという判断か。
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（事務局）

何をもって十分と言えるかは難しいところもあるが，我々としては精一杯その対応を

していると考えている。

（A委員）
基本的に保健師が核となって必要に応じて福祉部門などと連携しながら関わっていく

というものか。

（事務局）

保健師が中心となるが，ほかの福祉サービスにつなぐことや，一定の年齢となった時

には他の職種と連携しながら対応しているところ。

（C委員）
特定妊婦が支援を受けたことによっての満足度のような評価の調査をしているのか。

そういったものを次の支援に反映しているのか。

（事務局）

直接本人とやりとりしているのでそういった話はしているが，アンケートなど分析

には至っていない。

（C委員）
評価がないとフィードバックできない。面と向かって十分ではないと言える妊婦はい

ないと思うので，無記名でアンケートを取るなどして，次につなげる必要があると思う。

（事務局）

どのようなことができるか，改めて考えたいと思う。

（A委員）
C委員の意見のとおり評価に関しては重要だと思う。今回の第２期では間に合わないか

もしれないが，第３期のプランでは何らかの形で検証可能なデータを示してほしいと思

う。

利用者支援事業については，B委員から意見のあった基本型の文言の修正を。

（A委員）
乳児家庭全戸訪問事業について事務局から説明を。
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（事務局）

資料１の４８ページ，参考資料６の２１ページの乳児家庭全戸訪問事業は，生後４か

月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や養育環境な

どの把握を行う事業である。

「１」のニーズ量については，算定の対象外とされているため記載していない。「２」

の実績について，平成２７年度は出生数が２，３２５人に対して訪問面接の実数が

２，１８２人で訪問実施率は９３．８％，そこから出生数の減少に伴い訪問面接数も減

少しているが，訪問実施率は９０％半ばの数値を維持しているところである。

最後に，量の見込みと確保方策について，いずれも資料１の３７ページに掲載した０

歳児の推計人口と同じ値としており，対象とする全世帯に対応できるよう進めていきた

いと考えている。以上で乳児家庭全戸訪問事業についての説明を終わる。

（A委員）
事務局から乳児家庭全戸訪問事業ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（A委員）
実施率を１００％にすることは難しいと思うが，基本的には１００％目指すべきもの

と思う。実施率を上げるための方法，改善策などはあるか。

（事務局）

はがきで申込みをしてもらうが，はがきを提出されない方もいる。平成３０年度は未

把握の件数が６１件あり，それに対して再案内や家庭訪問で状況確認を実施している。

また，申込みのはがきの表記について，赤ちゃん訪問のはがきであることが少し分か

りづらいため，分かりやすく表記する工夫を次年度実施したいと考えている。

（A委員）
乳児家庭全戸訪問事業については，部会の意見として事務局案のとおりとする。

（A委員）
妊婦健康診査事業について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の４８ページ，参考資料６の２２ページの妊婦健康診査事業は，妊婦の健康の

保持及び増進を図るため，妊婦の健康診査に係る費用の一部を助成し経済的な負担を軽

減する事業である。

「１」のニーズ量については，算定の対象外とされているため記載していない。「２」
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の実績について，平成２７年度は年度延べの受診者数が２７，２６７人，実人数が

２，４２９人で出生数の減少に伴い受診者数も年々減少している。

助成は１４回を上限回数としており，平均の助成回数は１１回を超える数値で推移し

ている。

最後に量の見込みと確保方策について，いずれも０歳児の推計人口に上限とする助成

回数の１４回を掛けて算出した数値としており，適切な援助を行うことができるよう進

めていきたいと考えている。以上で妊婦健康診査事業についての説明を終わる。

（A委員）
事務局から妊婦健康診査事業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＞

（A委員）
妊婦健康診査事業については，部会の意見として事務局案のとおりとする。

（A委員）
養育支援訪問事業について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の４９ページ，参考資料６の２３ページの養育支援訪問事業は，養育支援が特

に必要な家庭に対して，保健師などが居宅を訪問し養育に関する相談支援や育児・家事

援助などを行う事業である。

「１」のニーズ量については，算定の対象外とされているため記載していない。「２」

の実績について，支援対象の実世帯数では専門的相談支援が４世帯から６世帯の推移，

育児・家事援助は訪問支援員を配置し平成３０年度は５世帯に増加している。

量の見込みと確保方策について，専門的相談支援は平成２７年度以降の実績を平均し

て令和２年度以降は各年度５世帯を見込み，また，育児・家事援助について令和元年度

は１０世帯の利用を見込んでいることから，令和２年度以降も年間１０世帯での推移と

想定して事業全体で１５世帯を量の見込みとしている。

確保方策について，専門的相談支援は１世帯に１人の職員が担当しており，確保方策

は５人とする。

育児・家事援助は４人の訪問支援員に委嘱しており，１人当たりの担当世帯数，１世

帯当たりの利用期間から勘案して，確保方策は１０人と想定して合計１５世帯を事業全

体の確保方策としたいと考えている。以上で養育支援訪問事業の説明を終わる。
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（A委員）
事務局から養育支援訪問事業ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（D委員）
誰が申請するかということを聞きたい。その背景は，学校での家庭訪問や子どもの様

子を見て，家庭が清潔感を欠いている，食べるに困っているなどの状況を見たときに，

学校では申請できないと思う。働き掛けることしかできないと思う。働き掛けるという

のは限界があり，学校としての役割を超えるわけにはいかない，保護者との信頼関係を

失うわけにもいかない。ここに記載のある「特に必要な家庭」の必要かどうかを判断す

るのは誰なのか。また，そのような家庭は意外と自分で必要であるとは思っておらず，

必要だと思っていてもこの事業を知らない。という場合に働き掛けるしかないのか，紹

介するしかないのか，あるいは子ども総合相談センターや児童相談所を頼るしかないの

か。市内小中学校は８０校ある中で，この１５件という数字は極めて少ないイメージ。

実現するのにハードルがあって数字が少ないという気がしないわけではないが，実現に

至るルート，誰が申請してどのような流れで実現するのか教えてほしい。

（事務局）

この養育支援訪問事業は，具体的に申請してもらう制度ではない。訪問を受け入れて

もらえるかどうかは家庭の同意，意向がないと進まないもの。どこかが家庭に対して働

き掛けなければいけないということに関しては，例えば，学校でその家庭についての養

育上の不安があるという場合であれば学校からの働き掛けが必要であり，子ども総合相

談センターでは，きっかけがない中ではアプローチすることは難しい。養育支援訪問事

業を使ってという働き掛けではなく，相談機関としての子ども総合相談センターにつな

がる形になれば，先ほど養育支援訪問事業の実績が少ないという話もあったが，育児・

家事援助は実際に事業を使った数の計上だが，専門的相談支援については，かなり頻回

に行ったものを計上しており，そこまで頻回ではなく，通常の相談業務の中での訪問も

あるためその数値はここに計上していない。いずれにしても，子ども総合相談センター

につながる形のきっかけを作っていただき，例えば，子ども総合相談センターに電話を

してみる，あるいは子ども総合相談センターから電話がくるのが良いという話になれば，

子ども総合相談センターでの相談やこちらから訪問に行くなどして，そこから育児・家

事援助が必要であればこの事業が利用できるようになるなど，なんとか最初の糸口のと

ころは既に関わっているところ，そこに不安を持たれたようなところから是非つないで

いただけるとありがたい。

（A委員）
話をまとめると，保育士，幼稚園や学校の先生がきっかけを作るということか。
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（事務局）

子ども総合相談センターへの相談や，子ども総合相談センターからの連絡の可否につ

いての確認などのきっかけづくりがその後の支援につながると考える。

（A委員）
養育支援訪問事業は初めて知った。現場の保育士，幼稚園や学校の先生は知っている

ものか。

（事務局）

他の事業と異なり申請して使ってもらうという制度ではなく，子ども総合相談センタ

ーの通常の相談業務の一環であり，国の補助事業の 1つとして整理しているもの。改め
て養育支援訪問事業を使う，使わないという形の周知はしていない。養育に不安のある

家庭を対象としているというところでは周知し難い部分もある。

いずれにしても，養育に不安のある家庭については子ども総合相談センターに連絡な

ど相談をしていただくという形での周知となる。

（A委員）
D委員がおっしゃるのは，親に働き掛けづらいという部分があり，その辺りをどうす

るかということがこの事業の問題点であると思うが。どう考えるか。

（事務局）

支援が必要な方へのアプローチ方法は難しい。子ども総合相談センターは関係者から

相談を受けているが，きっかけがない中でこちらから電話や訪問をすることは難しい。

（C委員）
申請不要ということだが，支援や援助を受けられる基準はどうなっているのか。

どのように判断して，この家庭には必要，不要という基準はあるのか。

（事務局）

この事業のアセスメントの表を作成して決めている。本人の利用希望ではなく，例え

ば掃除など家事ができていない状況を確認し，このまま放置するとネグレクトにつなが

るなどの状況を捉えて判断する。

（C委員）
アセスメント項目がいくつかあり，例えばいくつかの項目を満たすと対象となるよう

な項目があるということか。
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（事務局）

ある。

（B委員）
訪問事業を先行させるというのが本意ではなく，支援の一環として訪問事業があると

いう形でその世帯への支援の 1つとしてこの事業があるのであって，この事業をどうす
るかという前に，どのような支援が必要で，訪問事業をどのような切り口で保護者につ

ないでいくかということはケース会議が主な場面であると思う。保育園，幼稚園，小学

校が伝えるということであれば，ケース検討の中でどのような形でこの世帯を支援して

いくかということを検討するのが先であって，その中で訪問支援，家事援助，相談支援，

見守りという支援なのか，どの事業を支援の中で使っていくかという１３事業の支援の

一環である。一番足りないのはどういった形で支援していくのかということが議論の最

初になければならないのに，この事業の数や人数については後からついてくるべきもの

だと思う。市がどういった形で問題，課題を持っている世帯をどういう形で支援してい

くかというところをまず議論すべきと思う。先ほどの質問でもあったとおり事業の結果

を問うこともせず，実績だけ述べてもニーズを満たしているかどうかは分からない。

どのような形で支援していくかと議論するときに旭川市の世帯はどのような状況なの

かという話が各部局でされているはず。だからこのような支援が，ケース会議が必要だ

という話になると思うが，議論の進み方が違う。１３事業以外の事業が必要でないかと

いう議論になって当然。保育という預かるという支援もあるし，呼ばれてもいないが来

ましたという見守りという形の支援があっても良いかもしれない。そのような話が出て

こないということが悲しい。回数に終始し過ぎでは。

（A委員）
意見ということで。

（E委員）
B委員の意見について，今は個別の事業を検討していると思うが，基本的な考え方は基

本施策や主要事業など第３章で押さえていたと思う。養育支援訪問事業は支援の方策の

メニューの 1つ。ネグレクトであったり，育児支援の入り口は利用者支援事業や乳児家
庭全戸訪問事業などであり，次の支援につながっていくと思う。ここで精神の話をする

と元のところに戻っていく。

先日 A委員からもお話のあった，子育て支援の事業でもある子どもの貧困対策でもふ
くそうして子育て支援もやるし，ハイリスクの子どもの支援もやる。ふくそうして入っ

ているところをどうやって整理していこうという問題があまり共通に理解されていない

からこのような議論になるのではと感じる。
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（A委員）
量も大事だが質だと思う。どのような形で支援が行われて，その結果どれくらいの人

が助かったのか。又は満足度が得られなかったのかということも比較的大事。それぞれ

の事業に対して質の評価も非常に重要だと思う。どういった形できるのかというのは難

しい部分もあると思うが，可能な限り質の評価は考えていければ良いと思う。

（F委員）
意見としてだが，養育支援について，私たちが行っている子どもの居場所づくりにお

いて，こういったケースを必要とする家庭や子どもがいる。そのときに，どことどのよ

うにつながったら良いかという部分と，その子どもたちにどうやって支援すれば良いの

かというところに悩んでいる。学校，幼稚園，保育所などの教育機関，保育機関だけで

はなく，どうやって支援すれば良いか分からないでいる市民もいるので，団体の意見を

聞いていただいたり，どのような支援をすれば良いか一緒に考えていただいたりしてい

ただければと思う。

（A委員）
養育支援訪問事業については，部会の意見として事務局案のとおりとする。

ただし，委員の意見をどのように反映できるかを事務局には検討してほしい。

（A委員）
多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の４９ページ，参考資料６の２４ページ，はじめに，多様な主体が本制度に参

入することを促進するための事業の新規参入施設巡回支援等事業について，多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するため新規参入施設

等の事業者への支援を行う事業である。

「１」のニーズ量については，算定の対象外とされているため記載していない。「２」

の実績について，保育・経営の両面から適切なフォローができるよう事業経験者等によ

る巡回支援を行っており，平成２７年度に１３施設，平成２８年度に１９施設，平成２

９年度に８施設，平成３０年度に４施設を実施しているところである。

確保方策については，現時点で令和３年度に認可化移行の意思を示している施設が３

施設あり，令和４年度以降の施設数については，意向調査の結果などからおおむね１施

設の該当があるものと見込んでおり，引き続き事業を進めていきたいと考えている。

次に２５ページ，認定こども園に対する特別支援に係る職員の加配等について，私学

助成などの対象とならない特別な支援が必要な子どもについて，認定こども園で受け入



15

れる場合に職員の加配に必要な費用を補助する事業である。

「１」のニーズ量については，算定の対象外とされているため記載していない。「２」

の実績，１号認定を受けている児童の中で心身等に障害等を有する児童を受け入れてい

る認定こども園の職員の加配について，平成２７年度は施設数が１箇所，加配の利用者

数が１人であったが，実施施設数の増加に伴って増加傾向にある。

最後に，確保方策について，利用者数は現在の提供量に近い人数で推移していること

から，令和３年度以降に認定こども園への移行を予定している３施設の利用者数を現在

の提供量の１割程度と見込み，それに見合った数値としているところである。以上で多

様な主体が本制度に参入することを促進するための事業についての説明を終わる。

（A委員）
事務局から多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業ついて説明があ

ったが，意見，質問などはあるか。

（A委員）
特別な支援が必要な子どもとは，診断名は必要か。

（事務局）

対象となるのは医師の診断がある特別支援の子どもである。

（A委員）
医療機関にかかれるような方法もワンセットでやってほしい。

（事務局）

第３章で意見があったと思うが，Ｐ２６の要支援児に係る保護者の理解を促すための

取組という部分で，医療機関等を受診していないが支援が必要な子どもが増えている実

情もあるので，どのような支援ができるかは引き続き検討していきたい。

（C委員）
特別支援の医療機関の意見書，所見書，診断書について，私たちが困るのは特別支援

保育を勧められたので診断書を書いてほしいと保護者から言われること。当然，書ける

はずがない。その子どものことを一度も診たことがない医者が，この子は障害である，

自閉症であると書けるはずがない。園から保護者に特別支援保育を勧めるに当たって，

情報提供というか，病院に行けばすぐに診断書をもらえるということはあり得ないと伝

えてほしい。無責任なことはできない。急に来て診断書を書くということはあり得ない。

周知してほしい。また，旭川市内で発達障害を診ることができる医療機関はかなり減っ
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ている。数か所しかない。場合によっては半年や１年待ちということもある。その中で

どのように医療機関で診断書を作成して特別支援保育につなげるかということは十分に

考えていかないと。市であれば市立病院を使うかどうかなどを視野に入れないと，発達

障害を診ることができる医者自体が少ない。おそらく病院としても，未就学児の発達障

害を診ることができる医療機関は市内でも２，３か所しかない。

（A委員）
市立病院も新患を受け付けていない。私が知っている限りでも片手で数えられるくら

いしかない。

（G委員）
以前にも話をしたかもしれないが，診断が必要であるという部分をもう少し柔軟に，

旭川市として何か仕組みを考えていただきたい。保護者が絶対に認めないというケース

もあるが，幼稚園，保育園，認定子ども園から見ると，どう見ても支援が必要だという

子どもがいる。そういった子どもを病院での診断ではなく，加配できるような仕組みが

旭川市にあれば良いと思う。意見として。

（B委員）
C委員から診断が難しいというお話があった。また，特別支援の子どもが増えていると

いうことで私の所属する団体からも要支援の子どもについて何とかしてほしいと何年も

要望をしているが一向に前へ進められない。保育士も大変少なくなっている中で保育園，

認定こども園の場合は事前の面接がないため，入園後にそのような状況に気が付くとい

うことが往々にしてある。その辺りは考えていただかないと，現場も大変負担になって

いる。少なからずトラブルの発生原因にもなっている。市に考えていただかなければな

らいと思う。よろしくお願いしたい。

（A委員）
この件に関しては市でもどうしようもない状況というのもあると思う。そもそも医師

が少ない，医師も高齢化しているなど現場はひどい状況だと思う。診られる先生が何人

かしかいない状況の中で医師が頑張って診断をしているという状況である。

この項目には直接的には関係ないかもしれないが，委員の意見でもあったように柔軟

な対応を市で検討してほしい。

多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業については，部会の意見と

して事務局案のとおりとする。
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（A委員）
休日保育事業について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の５０ページ，参考資料６の２６ページの休日保育事業は，保護者の就労形態

の多様化に対応し日曜日や祝日に子どもの保育を行う事業である。

「１」のニーズ量について，本事業は市独自の掲載項目であり算定の対象外であるこ

とから記載していない。「２」の実績について，平成２７年度から２９年度までは１施設

が休日保育を実施しており，１日当たりの利用者数は１５人から１８人で推移していた

が，平成３０年度からは実施する園が２施設となったことにより，１日当たりの利用者

数も２４人に増加しているところである。

量の見込みについては，休日保育事業を実施する２施設のうち１施設は平成３０年度

の開始であり，周知が進むことで利用者数が増加することも考えられることから，１施

設で実施していたときの１日当たりの利用者数の実績値を基に，１施設当たりの利用者

数を１８人と想定し，これに施設数の２を掛けた数値を量の見込みとしている。

確保方策については，現在の定員数である６０人で量の見込みの確保が可能であるこ

とから，現体制により今後も継続して事業を進めていきたいと考えている。以上で休日

保育事業についての説明を終わる。

（A委員）
事務局から休日保育事業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＞

（A委員）
休日保育事業については，部会の意見として事務局案のとおりとする。

（A委員）
特別支援保育事業について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の５０ページ，参考資料６の２７ページの特別支援保育事業は，保護者の労働

や病気などにより保育を必要とし，かつ心身に障害を有する子どもの保育を行う事業で

ある。

「１」のニーズ量について，本事業は市独自の掲載項目であり算定の対象外であるこ

とから記載していない。「２」の実績について，平成２７年度は施設数２６施設，定員数

９９人で行っていたが，施設数及び定員数は年々増加しており，それに伴って保育児童
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数も増加しているところである。

量の見込みについては，既に審議いただいた２号認定の各年度の量の見込みに本年５

月現在における市内小学校の全児童数における特別支援学級の児童数の割合，７．４２％

を掛けて算定した数値としている。

確保方策について，児童数の減少などにより利用者数は減少する見込みであるが，量

の見込みとの比較では，定員数の不足が生じているところである。

平成２７年から令和元年の特別支援保育の利用者数及び小学校の特別支援学級におけ

る知的・自閉症・情緒での利用者数の増加率が約１２０％前後であることも踏まえ，実

施施設の充実を図り，定員数の確保に努めていきたいと考えている。以上で特別支援保

育事業についての説明を終わる。

（A委員）
事務局から特別支援保育事業ついて説明があったが，意見，質問などはあるか。

（A委員）
過不足が生じているが，それに対して定員を満たさない案であるのはなぜか。予算の

都合か。

（事務局）

この見込みは，小学校の特別支援の子どもをベースに算定した推測値である。実際に

各保育所では潜在的にも支援が必要な子どもが多数いる実情にある。これまでも現プラ

ンの中では特別支援の充実というところで実施施設数を増やしてきたところだが，予算

上の都合によりプランどおりに増やせない部分もあったことから，毎年６人ずつの低位

増ということで徐々にではあるが実施施設を増やしていこうという考え。

（A委員）
予算の問題で不足を解消できないということか。

（事務局）

そのような状況もあるので，今後の特別支援保育の申込み状況などを踏まえて，今後

のプランの中で見直しが必要になる場合もあると考える。

（H委員）
保護者が病気など就労していない状況で，障がいのある子どもを抱えている家庭はあ

るのか。そのような子どもが保育の中で変わるという状況をたくさん見てきたので，保

育を利用していない子どもがどれくらいいるのか気になった。
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（事務局）

特別支援保育事業は，Ｐ５０の事業概要に記載のあるとおり「保護者の労働や病気な

どにより保育を必要とし」というところは，保育所を利用するための要件として記載し

ている。実際に保育等を利用しない方の中にも障がい等をお持ちの方はいると考える。

この事業については，保育を必要とする方ということで数値を記載している。

（H委員）
今年の１０月から幼児教育・保育の無償化が始まって，障がいを持った子どもが保育

を利用したいと思っても入れないという現実がこれだけあるという数値か。

（事務局）

過不足のマイナスの数値については，飽くまでも今後の小学校をベースにした推計値

であり，実際に特別支援保育の実施施設数を増やしていこうという考えではあるので，

その中で申込みされる方がどれだけ増えていくかというのは分からない部分ではある。

幼児教育・保育の無償化の開始に伴い保育所に入れない方もいらっしゃるという話が

あったが，保育だけではなく教育ということで幼稚園や認定こども園もあり，さらには

１０月からは児童発達支援の利用についても保育所や児童デイサービスとの併用も無償

化の対象となった。保育利用の中での特別支援保育については，今後，不足しているか，

していないかについて申込状況を見ながら考えていかなければならない。

（B委員）
ある研修会で特別支援教育の割合について話をした際に，参加者から良かったと言わ

れたことがある。その背景は，障がいを持たれ方が増えているという話をしたつもりで

あったが，そういう子たちが入れる場所が増えたから，そういうところに行けていると

いうことで良かったという話を頂いた。今回の資料も小学校の特別支援教育学級の児童

数の割合を２号児童の割合に当てて特別支援保育の対象者数の見込みを作っていると思

うが，この小学校の特別支援教育の枠は，既に一定程度できあがった枠ということでの

７．４２％であるのか，それとも，小学校としては特別支援教育の枠はもっと必要であ

るという状況だが現状値としての７．４２％であるのか，どちらか教えてほしい。

特別支援教育のニーズは全て満たせていない状況での７．４２％なのか，ある程度ニ

ーズを満たしての７．４２％なのか

（事務局）

７．４２％が今年の５月現在の数値であり，全体として不足しているかどうかは今把

握していない。実績値を基に算出したもの。
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（B委員）
出現率ではなく，単なる割合ということで良いか。

（事務局）

そのとおり。

（C委員）
実際に特別支援教育を使っている方が７．４２％ということだと思うが，見込みの量

を試算する上ではある程度良いと思うが。親の意向で特別支援教室に入らない子もいる，

親が希望しても学校の事情で受けられない人もいる。人員不足により，より障がいの重

い子どもが優先的に入るためなど，学校の怠慢だと思う。試算のためにこの数値を使う

のは良いと思うが，民間サービスを使っている人の数を量の見込みに反映する方法もあ

っても良いと思う。

（A委員）
財政状況も厳しいが，特別支援は重要であり保育の中でのニーズも高い。診断や医療

機関につながらず困っている現場の保育士や幼稚園教諭の話も聞く。保護者が孤立する

という話も聞く。実際に子ども総合相談センターでもある程度現状は把握していると思

う。プラン上で過不足が生じている部分はしょうがないとも思うが，なるべく解消する

方向で前向きに確保について進めていただきたい。

（A委員）
特別支援保育事業については，部会の意見として事務局案のとおりとする。

過不足をなるべく減らす方向で取り組んでいただきたい。

（A委員）
「第５章 プランの推進に向けて」について事務局から説明を。

（事務局）

６６ページ，初めに「１ プランの進行管理」について，基本的には現行のプランの

流れを踏襲したものを想定している。プランの評価についてはフロー図にあるとおり，

子ども・子育てに関連する事業に係る進捗の報告書を毎年作成し，庁内の関係部局と情

報を共有するとともに，子ども・子育て審議会への報告を行い，頂いた意見を踏まえて

今後の取組に生かせるよう進めていきたいと考えている。

続いて６７ページ「２ 各基本施策の指標及び目標値」について，関連した施策を効

果的に推進するため，プランを構成する基本施策ごとに２１の指標及び目標値を設定し
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ている。

掲載した表では，一番左に基本施策を記載し，順にその進捗を計るための指標と目標

値を整理しており，新プランの体系の構築に伴い現行のプランから指標を見直したとこ

ろを中心として，これから説明する。

初めに，「基本方向１ 子育てを支える」については，５つの基本施策について８つの

指標を設定しており，平成３０年度に実施したニーズ調査の結果と関連する取組の実績

値を指標とし，それぞれ現状値から改善することを目標としている。

ここでは，安心して子育てができるまちに関する満足度，子育てに関して不安を感じ

ている割合，子育てについて必要な環境が整っていることに関する満足度，家庭児童相

談及び発達支援相談の件数，生活保護世帯に属する子どもの進学率の５つの指標を新た

に加え，これらを目標として子どもを安心して生み，育てることができる環境づくりに

取り組んでいきたいと考えている。

続いて，６８ページ「基本方向２ 子どもの育ちを支える」については，３つの基本

施策についてニーズ調査の結果と取組の実績値のほか, 今年度実施した市民アンケート
の結果を基に６つの指標を設定している。

ここでは，安全・安心な教育環境の整備に満足している割合，地域・学校・家庭の連

携が十分だと感じる割合，街頭補導活動における補導少年数，社会で自立して生きてい

く力を培う教育の推進に満足している割合の４つの指標を新たに加え，子どもの連続し

た育ちに留意した取組を進めていきたいと考えている。

次に「基本方向３ 子どもの主体性を育む」では，２つの基本施策についてニーズ調

査の結果と取組の実績値による３つの指標を設定している。

新プランにおいては，地域活動やグループ活動に参加したことがある割合を新たに指

標として加え，子ども自身の主体性や自律性を育む取組を進めていきたいと考えている。

最後に６９ページ「基本方向４ 社会全体で支える」では，３つの基本施策について

４つの指標を設定している。

ここでは，ニーズ調査及び市民アンケートのほか，平成２９年度に実施した労働基本

調査の結果をもとに男女共同参画社会に満足している割合を新たに指標として加え，地

域住民や事業者等と関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の実現

に取り組んでいきたいと考えている。

ここで指標についての訂正がある。６９ページの上から３つ目，子どもが成長してか

らも愛着を感じてもらえるまちに関する満足度について，この指標の目標値に誤りがあ

ったので，就学前児童を持つ保護者の２．３６を２．７６へ，小学校児童を持つ保護者

の２．２９を２．７１へ訂正する。以上で説明を終わる。

（A委員）
事務局から「第５章 プランの推進に向けて」ついて説明があったが，意見，質問な
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どはあるか。

（A委員）
目標値を出すのは良いとして，もう少し書き方を考えた方が良い部分がある。以前に

D委員のお話にもあったが，Ｐ６８の基本施策２つ目，子どもの安全な日常生活環境の
整備の指標で子どもに係る交通事故発生件数の目標値が現状値から減少とあるが，死傷

者数は目標値をゼロとしてほしい。少なくとも，限りなくゼロに近づけるような形の目

標値の設定とできないか。

そのほか満足度に関しても，限りなく１００％に近づけるというような記載にできな

いか。

（事務局）

交通事故発生件数については，ゼロという目標値した場合に達成が難しいという部分

もあるため現状値よりも減少という形で整理したい。

（A委員）
実際には，目標値として定めた以上，達成しかたどうかを書く必要があるということ

を考えると難しいのも分かる。現実問題として５年間でゼロというのはあり得ないとい

うのは，現実的にはそうかもしれない。しかし，目標という部分では限りなくゼロに近

づけるということで，少なくとも現状値から減少しているかどうかで評価すれば良いの

では。このような書き方をすると，平成３０年度に７４件あり，例えば７３件で目標が

達成されたことになるが，そのようなものではないのではないか。もう少し書き方を工

夫する必要があると思う。

（事務局）

持ち帰って検討する。

（C委員）
Ｐ６７の目標値はアンケートの実数ということで良いか。

（事務局）

良い。

（C委員）
この数値を見ると，就学前児童を持つ保護者と小学校児童を持つ保護者で，小学校児

童を持つ保護者の方が満足度が減る，又は不安を持つ保護者が増える。これは就学前よ
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り就学後の方が不安が強まったり満足度が下がるという状況。なぜこのような状況にな

っているかの原因究明や解析をしていかないと目標値の達成や今より改善していくとい

う部分で就学前後のギャップも埋まっていかない。意見として。

（事務局）

今後に向けて検討したい。

（B委員）
目標値についてアンケートの結果が上昇とあるが，次回のアンケートでも同じ設問を

使わないと目標値を達成したか分からないと思う。次回アンケートでも同じ設問を使う

のか。

（事務局）

アンケートの基礎的な項目は継続する。一部追加などが可能な仕組みである

（B委員）
前回のアンケートで一部手直しがあったと記憶している。一貫性がないと目標値が目

標値でなくなると思って述べた。

（A委員）
「第５章 プランの推進に向けて」については，先ほどの C委員の意見も参考に，ま

た，子どもの安全な日常生活環境の整備の目標値について検討していただきたい。

（A委員）
「第６章 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係」について事務局から説明を。

（事務局）

７２ページ「第６章 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）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。

平成２８年に国が策定した持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針において，自治

体で計画の策定や改訂を行う際には，ＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励して

いることから，本プランにおいても第３章で整理した基本方向ごとに関連する１７の目

標及び１６９のターゲットを示している。

続いて７３ページ「基本方向１ 子育てを支える」について，基本施策１において乳
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幼児の健康支援の推進，また，基本施策５において児童虐待防止対策等の充実や経済的

困難を抱える家庭への支援などの主要事業を展開していることから，１７の目標のうち

「１ 貧困をなくそう」，「３ すべての人に健康と福祉を」，「１６ 平和と公正をすべ

ての人に」の３つの目標と１６９のターゲットにおいて，それらの中で特に関連する４

つの項目について記載している。

続いて７５ページ「基本方向２ 子どもの育ちを支える」については，基本施策１に

おいて生きる力の育成に向けた学校の教育等の環境整備や基本施策２において子どもの

日常生活環境の整備，また，基本施策３において障害のある子ども，発達支援を要する

子どもへの支援や社会参加に困難を有する子どもへの支援などの主要事業を展開してい

ることから，１７の目標のうち「４ 質の高い教育をみんなに」，「１０ 人や国の不平

等をなくそう」，「１１ 住み続けられるまちづくりを」の３つの目標と１６９のターゲ

ットにおいて，それらの中で特に関連する８項目について記載している。

次に７７ページ「基本方向３ 子どもの主体性を育む」について，基本施策１におい

て放課後の居場所づくり及び多様な活動や遊び場の整備などの主要事業を展開している

ことから，１７の目標のうち「１１ 住み続けられるまちづくりを」と１６９のターゲ

ットにおいて，それらの中で特に関連する１項目について記載している。

最後に，７８ページ「基本方向４ 社会全体で支える」について，基本施策２におい

て職場環境の整備や事業者と連携した取組の推進，また，基本施策３において男女共同

参画による子育ての推進などの主要事業を展開していることから，１７の目標のうち「５

ジェンダー平等を実現しよう」，「８ 働きがいも経済成長も」，「１７ パートナーシッ

プで目標を達成しよう」の３つの目標と１６９のターゲットにおいてそれらの中で特に

関連する４項目について記載している。以上で第６章の説明を終わる。

（A委員）
事務局から「第６章 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係」ついて説明があっ

たが，意見，質問などはあるか。

（C委員）
基本方向の３に例えば「１５ 陸の豊かさも守ろう」も自然体験の部分などで関係す

るような気がする。また旭川市に海はないが，例えば海があるところに行くような取組

があれば「１４ 海の豊かさを守ろう」も含めても良いと思う。また，基本方向４に事

業者と連携した取組の推進があるので「９ 産業と技術革新の基盤をつくろう」や

「１２ つくる責任つかう責任」なども組み込んではどうか。意見として。

（事務局）

今の意見も踏まえて改めて確認する。
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（A委員）
市の事業で関連するものがあれば C委員の意見も検討してほしい。
「第６章 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係」については，部会の意見とし

て事務局案のとおりとする。

（A委員）
次回の専門部会はこれまでの調査審議を踏まえての答申の審議となる。

（A委員）
その他に何か意見等あるか。＜なし＞

３ 閉会


