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令和元年度 第８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２９日（金） １８：３０～１９：４０

○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（１０名）

赤坂委員，會田委員，荒木関委員，飯田委員，石河委員，岡本委員，小山委員，

佐藤委員，諏訪委員，宮﨑委員

○欠席委員（５名）

石ヶ森委員，片桐委員，川口委員，後藤委員，田中委員

○事務局（１６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

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，高垣主査

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，柴田副所長

○概要

１ 開会

２ 議事

（A委員）
今日は答申案を検討するので，漏れがないようにお願いしたい。

まず初めに，これまでの配付資料の記載内容について修正があるということなので，

事務局から修正内容の説明を。

（事務局）

小規模保育事業の新設について示した内容の修正を説明する。

１１月１２日の第６回専門部会において，資料１のＰ５７，平日日中の教育及び保育

のうち，各地区における量の見込み及び確保方策の「中央・新旭川・東光・豊岡地区」

における取組の内容として，令和３年度から小規模保育事業を新設で一つ，３号定員を
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１９人増とする見込みである旨を説明したが，審議の中で小規模保育事業は，年度当初

の利用児童数が少なく定員近くまで入所するのは年度末になり，その間の事業運営に係

る人件費の捻出は相当厳しいとの意見があった。

資料１Ｐ４１の「全市における量の見込み及び確保方策」において，令和２年度にお

ける確保内容全体によれば，０歳児は不足しておらず，１～２歳児を含めても令和３年

度から令和６年度までにおいて小規模保育事業の新設を取り止めた場合であっても，不

足は生じない。

また，御承知のとおり，全市的に保育士不足が深刻であり，保育士配置基準上，保育

所等よりも多くの保育士が必要な小規模保育事業の新設によって，さらに保育士不足と

なる懸念もあり，既存の施設において利用定員までの受入れができなくなるなど，施設

整備の効果が十分に得られなくなる可能性もあることから，小規模保育事業新設１か所

３号１９人増については，Ｐ４１及びＰ５７の取組の内容から削除したい。

続いて，もう１点，前回の専門部会において説明した参考資料６のＰ２３養育支援訪

問事業について，Ｐ２３「２ 実績値」の平成３０年度の数値について専門的相談支援

の４を１１に，育児家事援助の５を８に，計の９を１９に訂正したい。

この訂正を受けて「３ 量の見込みと確保方策」における令和２年度から令和６年度

までの量の見込みと確保方策の数値について，いずれも１５と掲載しているが，これを

１７に訂正し，資料１Ｐ４９の「（１２）養育支援訪問事業」についても同様の訂正とし

たい。以上で説明を終わる。

（A委員）
事務局から資料の修正についての説明があったが，意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
資料の修正については，事務局案のとおりとする。

（A委員）
次に答申をまとめるための審議を行う。プラン第３章までに係る答申案について事務

局から説明を。

（事務局）

これまでの専門部会において，次期プランに対する様々な意見を頂戴した。

これらの意見に基づき，次期プランの策定を進めるに当たり今後反映させていくべき

視点として大きく７つの項目により「答申案」を整理した。

なお，これまでの専門部会において委員の皆様からの指摘，質問に対し，事務局から
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その場で明確に修正内容を回答した部分については答申案に掲載しておらず，また，本

日の説明についても割愛する。

初めに１つ目の項目，「第３章 プランの内容」の基本方向１の審議において，少子化

対策に関して国においても少子化対策担当の大臣の下で少子化対策を推進していること

から，旭川市としても子育ての充実という側面も含めて取り組んでいる旨を示す必要が

あるとの意見を頂いた。

これについて，答申案の１つ目に「国においても，内閣府子ども・子育て本部にて少

子化対策担当の内閣府特命担当大臣を本部長として少子化対策を推進していることから，

少子化対策としての本プランの位置付け・取組を追加すること」と掲載した。

少子化対策に関する施策については，貧困問題に対する施策と同様に１つの分野にお

ける支援のみならず，本プラン全般，全方向性の中で様々な角度からの支援を考えてい

きたいということで，個別の基本施策は設けず資料１のＰ３第１章の「２ 本プランの

位置付け」の中で少子化対策としての位置付けでもある旨を記載したいと考えている。

次に２つ目の項目「基本方向１ 子育てを支える」の基本施策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，資料１のＰ１６，主要事業１の主な取組，「産

後ケア事業」は，産後うつに関する取組であることが分かるように記載することが望ま

しいとの意見を頂いた。

これについて，資料２の答申案２つ目の項目の（１）に「主要事業１「妊産婦の健康

支援の推進」の主な取組について，産後ケア事業の取組内容が具体的に分かるよう，産

後うつに関する取組を追加すること」と掲載し，産後ケア事業の概要である「助産師等

による産後の心身のケア等」という形でプランに記載したいと考えている。

次に（２）の基本施策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，同じく資料１のＰ１８，主要事業１及び主要事業２の主な取組の中で「検討」

という文言を改めて見直すよう意見を頂いた。

これについて，資料２答申案の２つ目の項目（２）に「今後５年間の中で検討だけで

終わることがないよう，具体的な取組ができるものは「検討」の文言を削除すること」

と掲載した。

具体的なプランの記載内容としては，主要事業１の主な取組である「利便性向上に向

けた体制強化の検討」について，今後，子ども総合相談センターにおける配置職員の増

による職員体制の強化や，出生届の提出時における子育ての不安や悩みについてなどの

各種相談窓口の案内などに取り組む必要があることから，検討の文言を削除する。

また，主な取組の「スクールソーシャルワーカーの配置拡大の検討」についても，今後

５年間の中での配置拡大となるように取り組んでいくこととし，検討の文言を削除する。

次に，主要事業２の主な取組にある「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」についても，検討の文言を削除することとし，本市におい
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てもライン，ツイッター，インスタグラムなどのソーシャルネットワークサービスの公式

アカウントを有していることから，これらを活用した子育てに関する情報提供方法の確立

に取り組んでいく。

続いて，３つ目の項目「基本方向２ 子どもの育ちを支える」の（１）基本施策２－２

「子どもの安全な日常生活環境の整備」については，資料１のＰ２５，主要事業１に関連

し，本年５月の滋賀県での交通事故を受け厚生労働省から通知のあった交通安全の観点か

ら危険があると認められる箇所の緊急点検に係る，次年度以降の取組について御意見を頂

いた。

これについて，答申案の３つ目，（１）に「主要事業１「交通安全対策の推進」の主な取

組として，本年実施した，交通安全の観点から危険があると認められる箇所の緊急点検を

踏まえ，未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全が確保されるよう，その対策に関

する取組を追加すること」と掲載し，本年実施した危険箇所の緊急点検の次年度以降の取

組として，厚生労働省から本年１１月１２日付けで発出された通知に基づき，主な取組に

「キッズ・ゾーンの設定」を追加し，引き続き安全確認・安全確保に取り組んでいく。

次に，（２）基本施策２－３，Ｐ２６主要事業１の主な取組にある「多様な療育の機会の

充実」，「特別支援教育の充実」については，具体的な取組内容とするよう意見を頂いた。

これについて，答申案の３つ目の項目（２）の「ア」に，「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」の主な取組について，一人ひとりのニーズに対

応した幅広い支援ができるよう，多様な療育に資する取組を追加すること。また，特別支

援教育の充実については，その取組の内容を具体的に整理すること」として，「多様な療育

の機会の充実」については，「子どもや保護者の多様なニーズに沿った支援体制の充実」と

記載することとし，具体的には，愛育センターにおいて，障がいの種別によらない多様な

障がいに対応できるよう，施設の一元化などの取組を想定している。

また，「特別支援教育の充実」については，「特別支援教育に関する研修の機会の提供」

という取組を追記したいと考えている。

次に，主要事業２については，「不登校の防止に向けた支援の記載」についての意見を頂

いた。

これについて，答申案３つ目の項目（２）「イ」には，「主要事業２「社会参加に困難を

有する子どもへの支援」の不登校児童生徒への支援の充実について，不登校の要因が多岐

にわたることを踏まえて，家庭への支援など，その防止に向けた取組を追加すること」と

掲載している。

具体的には，Ｐ２７主要事業２の取組の内容に「不登校にならないよう，家庭環境への

支援を行います」と加え，主な取組としては「家庭児童相談などの相談業務の実施」，「各

種負担軽減の実施」，「スクールカウンセラーの配置」などを追加したいと考えている。

なお，基本方向２，基本施策２－１の審議で意見を頂いた，教員と教職員の文言の使い
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分けについては，第２期旭川市学校教育基本計画の記載内容や，本市教育委員会にもその

内容について確認したところ，資料１の記載内容に修正がないことを報告する。

続いて４つ目の項目，基本方向３「子どもの主体性を育む」の基本施策３－１について

は，各主要事業の主な取組において，具体的な取組として記載することなどの意見を頂い

た。

これについて答申案の４つ目，基本施策３－１に「主な取組については，社会教育にお

ける視点に留意して，旭川市子ども読書活動推進計画や旭川市社会教育基本計画の取組な

どを踏まえた，より具体的な内容に整理すること」と掲載し，資料１のＰ２９主要事業３

に「科学館の運営」を追加，また，わくわくエッグの運営ついて「カムイの杜公園の運営」

として追加し，同じく主要事業３の「子どもたちの読書環境の整備」を「読書講演会・絵

本講座などの開催」とするほか，主要事業４の主な取組にある「各種体験事業の実施」に

ついて「伝統文化体験事業の実施」「北海道音楽大行進の開催」「彫刻美術館各種事業活動」

など具体的な取組の追加を考えている。

次に５つ目の項目，基本方向４「社会全体で支える」の基本施策４－１において，資料

１Ｐ３１，主要事業１の主な取組「市圏域，市全体の規模」に子ども総合相談センターの

役割の記載について意見を頂いた。

これについて，答申案の５つ目に「主要事業１「地域におけるネットワークの形成」の

市圏域の主な取組について，地域における子育て支援の拠点としての機能を高めるよう，

子ども総合相談センターの運営について追加すること」と掲載し，その内容のとおり，主

な取組に追加する。以上で第３章までの答申案の説明を終わる。

（A委員）
事務局から第３章までの答申案について説明があったが，１項目ごとに確認を行う。

まず，「１ 第２期旭川市子ども・子育てプラン全般について」意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
「１ 第２期旭川市子ども・子育てプラン全般について」については，事務局案のと

おりとする。

（A委員）
次に，２の（１）基本方向１，基本施策１－１について意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞
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（A委員）
第３章の基本方向１，基本施策１－１については，事務局案のとおりとする。

（A委員）
次に，２の（２）基本方向１，基本施策１－２について意見，質問などはあるか。

（B委員）
検討という文言を削除し，考えるだけではなく前へ進んでいくということで意見が取

りまとめられたかと思うが，具体的な指標は用意しないのか。

（事務局）

指標は考えていない。

（B委員）
これまでも発言したと思うが，子どもたちが豊かに育つということは大事なことであ

り，行政的に考えたときに，人口減少を抑制していくということも大事。子育てに関す

る不安をできるだけ保護者が持たないように取り組んでいくことが行政に対して求めら

れていることだと思う。現在実施していない事業にも着手する必要性があると思う。毎

年行うようなアンケートだとか。アンケートについては，結果ありきのアンケートでは

ニーズは拾えないと思うので，ここでいう不安を解消するようなことであれば，それに

適うような保護者や子育て世代の声を拾うようなアンケートを実施しないと，結果とし

てニーズと違うものを提供してしまうということになる気がするので，検討という文言

を外すのは良いことだと思うが，実際の声も拾うための努力もしていただかなければな

らないと思う。

（A委員）
ほかに基本方向１全般についてについて意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
次に，３の（１）基本方向２，基本施策２－２について意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
基本方向２，基本施策２－２については，事務局案のとおりとする。
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（A委員）
次に，３の（２）基本方向２，基本施策２－３について意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
基本方向２，基本施策２－３については，事務局案のとおりとする。

（A委員）
ほかに基本方向２全般についてについて意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
次に，４の（１）基本方向３について意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
基本方向３については，事務局案のとおりとする。

（A委員）
次に，５の（１）基本方向４について意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
基本方向４については，事務局案のとおりとする。

（A委員）
次に第４章以降に係る答申案について事務局から説明を。

（事務局）

答申案の６つ目の項目「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」の利用者支援事業については，資料１のＰ４７ページ「ア 基本型」の事業概要

が，現プランの記載内容との違いや具体的な内容が分かりづらいとの意見を頂いた。

これについて答申案の６つ目には，「基本型の事業概要について，その取組の内容が分

かりやすい表現となるよう，子育て支援ナビゲーターと明確に記載するなど，文言を整

理すること」と掲載し，その内容のとおり子育て支援ナビゲーターという文言を用いて

より分かりやすい表現で掲載したいと考えている。
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７つ目の項目「第５章 プランの推進に向けて」の各基本施策の指標及び目標値につ

いて，資料１のＰ６８基本方向２の指標の３つ目，子どもに係る交通事故発生件数の目

標値は，死傷者数が現状値から減少という目標ではなく目標達成の可否にかかわらず限

りなくゼロに近づけることが望ましいとの意見を頂いた。

これについて，答申案には「基本方向２の指標である「子どもに係る交通事故発生件

数」の目標値については，交通事故による死傷者数ゼロを目指して各施策に取り組んで

いく必要があることから，目標値を検討すること」として，目標値は「死傷者数０人」

と掲載したいと考えている。

最後に，答申案には記載していないが，前回の専門部会で意見を頂いた，「第６章 持

続可能な開発目標(エス・ディー・ジーズ)との関係」について，資料１のＰ７２ある１７
の目標について，その目標の名称が本プランとの関連があるように見えるものがいくつ

かある。

この１７の目標にそれぞれ関連する１６９のターゲットの個別の内容を確認したとこ

ろ，本市全体の施策としては関連するものの，本プランとの関連について密接なものに

ついては，それほど多くはない状況であることから，頂いた意見も踏まえながら引き続

き精査したいと考えている。以上で説明を終わる。

（A委員）
事務局から第４章以降の答申案について説明があったが，１項目ごとに確認を行う。

まず，６（１）第４章について意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
第４章については，事務局案のとおりとする。

（A委員）
次に７（１）第５章について意見，質問などはあるか。

＜意見等なし＞

（A委員）
第５章については，事務局案のとおりとする。

（A委員）
答申案の全体として，そのほかに追加するべき項目などはあるか。
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（B委員）
Ｐ２６の基本施策２－３の主要事業１について，ある子どもが児童デイサービスに通

うための医師の意見書を求めて病院に行った際に，新患は受け付けられないと言われた。

前回の会議でも C委員から医師がすぐに診断書などを書くことはできないなどのお話が
あったが，園としてその保護者にどのような提案をすれば良いか。別の子どもについて

は，療育センターに行ったところ，次の受診は６か月後と言われたこともあった。

ここに記載されている「子どもの成長段階に応じた相談・支援体制の充実」や「多様

な療育の機会の充実」について，そうあってほしいということが書かれている反面，こ

こ最近直面している課題について，どのように動けば良いのだろうと思うことがある。

このプランが動き出した５年後には，そういったことがないということが見えているの

か。具体的にどう進めていくのか教えてほしい。

（事務局）

これまでも長年の課題であると認識しており，今回の専門部会でも色々と多くの意見

を頂いた部分である。保育所，幼稚園等の部分については，それぞれ各団体からも要望

をいただいており，Ｐ２６に記載した「要支援児に係る保護者への理解を促すための取

組」では今年度の中でも具体的な検討をしていこうと考えているが，その先どれだけの

ことができるかは，子育て支援部内の複数課にまたがる内容であるので，連携を図りな

がら具体的な仕組みや体制についても考えいかなければならない。

（事務局）

愛育センターとしては，飽くまでも医師の意見書を頂き，実際に発達障がい等がある

と認められている方について対応しているという部分で，次年度の春に向けて発達障が

い，肢体不自由，知的障がいの３つの枠を取り除いた療育体制を整えて，実際に受けて

いくような，それぞれの子どもに合わせた状態の療育をしていきたいと考えている。

（B委員）
認識してほしいのは，子どもの数が減っている中で，特別支援又は要支援の子どもが

増えている実態があるということ。

また，専門の医師が少なくっているということで，どこの医師のところに行けば良い

のか分からない。また，措置された子どもは療育の手段があるが，診断を受けていない

子どもについては，どこで療育的なことができるのかわからない。

児童デイサービスを利用したくても，医師の意見書が必要となる。現場の保育士とし

ては，保育士が足りない中で，十分に確保した上で行うことが難しい状況となっている。

最後に保育園・認定こども園がぶつかるのは，保護者の理解が得られない中でそれをや

っていかなければならない現状である。
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これらを踏まえた中で，この基本施策２－３を実効性のあるものとして市に取り組ん

でいただきたい。この部分について，説明や改善を求めてもすぐに答えは出てこないと

思うが，これ以上の体制が本当に難しいことに直面しそうなので，具体的な対応を考え

ていただきたい。

（C委員）
資料１Ｐ２６の基本施策２－３，一番下の取組の内容について，「医療的ケア児が安心

して必要な支援を受けるために総合的な支援体制の検討を進めます」とあるが，検討を

今更しても遅い。「支援体制の構築を目指す」などにすべき。また，主な取組にある「保

健，医療，障がい福祉，保育，教育等の関係機関による連携を図るための体制整備構築

の検討」についても，検討ではなく「体制整備構築」としないといけないと思う。

前回も話をしたが，障がいに関する意見書を求めて病院に来ても，その日に初めて会

った子どもに対して診断書を書けるはずもなく，当然，診断書を書くためには基礎知識，

その患者の背景がないと分からない。もし可能であれば，例えば，子ども総合相談セン

ターで一度相談を受けていただき発達検査を実施することや，園の巡回などでの園の様

子が分かるデータがあれば，初診で意見書を書くことが可能かもしれない。その辺りの

連携をどのようにしていくのか，「保健，医療，障がい福祉，保育，教育等の関係機関に

よる連携を図るため」とここに書かれているので，それをしっかりしていかないと障が

いを持った子どもたちを守れるはずがない。

また，前回も話をしたが，現状としては，旭川市内で発達障がいを診ることができる

医療機関は，現時点では２，３か所しかない。ある大きな病院は完全に発達障がいの受

入れをストップしており，ある病院では半年から１年待ち。半年も待てば子どもは変わ

ってしまう。発達障がいの療育が半年遅れるとその子の将来はどうなってしまうのかと

いう話になるので。

この部分は緊急性があるので，しっかりと考えていただく必要があると現場の医者は

考える。

（D委員）
これまでの専門部会でも話をしたが，判定を受ける前の子どもが判定を受けられるよ

うな仕組みを市で考えていただきたい。幼稚園側で支援が必要だと思う子どもはいて，

そこに保育士，幼稚園教諭を１人取られると，受けられないということにもつながる，

早く療育を始める仕組み，幼稚園，保育園，認定こども園で積極的に受入れができるよ

うな状況となるようお願いしたい。

（A委員）
今，御意見を頂いたが，これは５年前の段階でも喫緊の課題であった。そして現在も
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ということなので，基本施策２－３の主要事業１の「医療的ケア児が安心して必要な支

援を受けるために総合的な支援体制の検討を進めます」については「支援体制の構築を

進めます」という文言に訂正し，主な取組にある「保健，医療，障がい福祉，保育，教

育等の関係機関による連携を図るための体制整備構築の検討」については，検討ではな

く「体制整備構築」とする形で，市としても本腰を入れてやっていくという姿をプラン

の中で示し，どのような形の中で作り上げていくのが良いのか，すぐに妙案は出ないが，

何らかの具体的な策を考えて行かないと，誰もが疲弊し何もかもがうまくいかなくなっ

てしまうという気がするので，既存の資源をフル活用して私たちがどこまで真剣にこの

課題に取り組んでいくことができるのかということを，審議会で考えて行くのが良いの

か，ほかのところで考えて行くべきなのかという部分は分からないが，解決していかな

ければならないことだと思う。

答申案の３（２）基本施策２－３「ア」の部分に，今の意見の二つの部分を書き加え

るということでどうか。

具体的な策については私たちも含めて最大限協力をしていきたいと思う。具体的にど

ういうふうにやっていくかという部分はまた改めて相談させていただきたい。何とか叡

智を結集して旭川としての最大限の対応策というのを考えていければ良いと思う。

C委員から意見のあった基本施策２－３「ア」に，今の意見の二つの部分の追加を。

（A委員）
ほかに，答申案の全体として意見などはあるか。

（B委員）
お願いとして。子どもの安全な日常生活環境の整備の部分で，先ほど話のあったキッ

ズゾーンというが新しい名称として１１月に公表された。あまり馴染みのない言葉であ

るので，プランの中でもキッズゾーンの推奨ということで，この言葉をどんどん使って

いただいて，スクールゾーンという名称が一般化しているようにキャンペーンなどの形

で推進してほしい。併せて，内閣府発出の文書にはキッズゾーンの設定とともに，過密

な交通事情の所では補助員の配置等についても記載されていたと思うので，それも含め

てキッズゾーンという言葉を広めることと併せて子どもの事故を防ぐ形を進めてほしい。

（A委員）
積極的に文言を使用していくということで，言葉の意味，内容も併せて広く市民に伝

わるようにしていただければ。

（A委員）
ほかに，意見などはあるか。
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＜意見等なし＞

（A委員）
答申案に修正箇所があるので，最終確認の方法について事務局から説明を。

（事務局）

本日，意見を頂き修正が必要となった答申の内容については，A委員に最終確認を一任
していただくということでよろしいか。

（各委員）

＜意義なし＞

（A委員）
事務局が修正した答申について，私の方で責任を持って最終確認する。

３ 閉会


