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令和元年度第４回旭川市子ども・子育て審議会 議事概要

○開催日時

令和元年１２月２３日（月） １８：３０～２０：２０

○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，小山委員，佐々木委員，佐藤（洋）委員，佐藤（貴）委員，

諏訪委員，武井委員，田中委員，長野委員，宮嶋委員，宮﨑委員

○欠席委員（８名）

會田委員，飯田委員，板橋委員，石ヶ森委員，片桐委員，佐藤（達）委員，清水委員，

中田委員，

○事務局（２２名）

子育て支援部 中村部長，竹内次長，髙野次長

子育て支援課 坂本補佐

子育て企画係 岩本主査，石山

青少年係 宮野係長

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，多田所長，高橋所長，武田所長

母子保健課 松浦課長

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，片山主幹，山下副所長，柴田副所長

○概要

１ 開会

２ 議事

⑴ 協議事項

≪協議事項ア 放課後児童健全育成事業に関する本市が定める基準について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

本事業に係る設備及び運営に関する基準については，国の政省令に基づき各市町村にお

いて条例で定めることとなっている。

このうち，従事する職員の基準については，市町村において従うべき基準となっている
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が，支援の単位ごとに放課後児童支援員を２人以上配置し，その１人を除き補助員をもっ

て代えることができるとされており，児童クラブごとに１人以上の放課後児童支援員の配

置が必須となっている。

この放課後児童支援員の資格要件については，保育士や教員免許等の基礎資格を有して

いることに加え，都道府県等が行ういわゆる認定資格研修を修了した者とされている。

なお，この認定資格研修の修了に関しては，平成２７年度の子ども・子育て支援新制度

開始から令和２年３月３１日までの５年間の経過措置が設けられ，この期間中に修了を予

定している者も含まれている。

これらの放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数の基準は，児童福祉法の改

正により，国で一律に定める従うべき基準から地域の実情に応じて市町村が条例を定める

ことが可能な参酌すべき基準に改正され，令和２年４月１日から施行される。

本市においては，参酌すべき基準への改正後も放課後児童クラブの運営の質を維持する

観点から，職員の配置人数や基礎資格等の基準について，従前と同様とすることを本年６

月の第１回目の本審議会で報告している。

本市における認定資格研修に関する経過措置については，基礎資格を有する者は，国の

基準と同様に，令和２年３月３１日までは研修が未修了であっても，放課後児童支援員と

してみなしている。

これまで順次計画的に受講を進めてきたところであり，現状では公設・民設ともに，研

修を修了した放課後児童支援員による体制の確保が図られている。

一方で，経過措置が終了することにより，新たに従事する者は基礎資格を有していても，

認定資格研修が未修了の場合，放課後児童支援員として従事することはできず，補助員と

して従事することになる。

この点について，従事する職員数が少ない民設のクラブにおいて，年度途中に病気休暇

や退職などの欠員が生じた際，運営に支障を来す場合が想定されることから，今年度の認

定資格研修の受講機会が終了した１１月に民設１３事業者に調査を行ったところ，１３者

中８者が，経過措置終了後に急な欠員が生じた場合の対応について課題と捉えている状況

であった。

これらのことを踏まえ，認定資格研修に関する新たな経過措置として，将来の安定的な

放課後児童クラブの運営のため，基礎資格を有するものについては，認定資格研修が未修

了であっても，一定の期間内に修了を予定している場合は，放課後児童支援員とみなすこ

とができる旨を定める必要があると考えている。

なお，認定資格研修については，放課後児童支援員として必要な知識や技能を補完し，

質の確保を目的とするものであることから，経過措置の対象は，放課後児童健全育成事業

に新たに従事する時点で基礎資格を有し，認定資格研修が未修了の者に限り，また，研修

修了までの期間については，早期受講を促す必要があることから，従事を始めた日を基準
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日とし，研修受講機会が得られる最低限での期間に設定する必要があると考えている。

具体的には，従事を開始した日から１年程度とする見込みである。

以上のように，将来の安定的な児童クラブ運営と児童への支援の質が確保されるよう，

認定資格研修の修了に関し，新たに経過措置を設けようとするものであり，来年２月に開

催予定の市議会に条例改正案を提案したいと考えている。

（Ａ委員）

委員の意見を聞きたいということだが，何か質問，意見等あるか。＜意見等なし＞

協議事項アは事務局案のとおりとする。

≪報告事項ア 令和２年度子育て支援部予算要求について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

子育て支援部の令和２年度予算要求の概要について，例年説明しているが本市の財政状

況は厳しい。旭川市は自前の税収が多くないため国から財政力の弱い自治体に配分する地

方交付税に依存しているが，地方交付税が削減されてきている。

財源確保のために，市でもっている貯金のようなものを取り崩しながら予算を組んでお

り，毎年取り崩す状況が続いており，その残額が約３０億円程度，中核市の平均では８０

億円程度であるため，旭川市はその半分にも満たないことから多く取り崩すということに

もならない状況であり，予算は厳しいのが現状。

子育て支援部の予算を財政担当が査定していくことになるが，現時点で要求している内

容について説明する。資料にあるとおり大きく３本の柱で要求しているが，子育て支援部

の予算としては今年度当初と比較して約７億円増の２１５億円という予算要求している。

最初に，保育・教育環境の充実のうち待機児童ゼロの継続に係る取組であるが，平成３

０年４月及び平成３１年４月に待機児童ゼロを達成するとともに，放課後児童クラブにお

いても平成２８年１２月以降ゼロを継続している。

しかし，０歳児や育児休業明け，求職活動中の申込みが増えている状況にあり，年度途

中における保育ニーズへの対応が求められていることから，保育の受皿を一定程度確保し

つつ，保育環境の改善・向上を図りながら施設整備を進める必要があると考えている。

その取組に係る主な事業としまして，立認可保育所等建設補助金であるが，認可保育所

等の整備については，令和２年度は認定こども園１施設，認可保育所１施設の増改築等に
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対する補助金を予算要求しており，２０人程度の定員増を見込んでいる。

次に放課後児童クラブ運営費であるが，引き続き，待機児童ゼロの継続と面積基準への

対応のため，放課後児童クラブ開設費と併せて柔軟な受入体制の維持を図りたいと考えて

いる。また，この後の報告事項オにおいても説明するが，質的拡充と効率的な管理・運営

を図るため，令和２年度から５年間，放課後児童クラブの民間委託を実施する。

続いて，保育の質の確保の保育士確保事業費について，保育士不足を解消するため，無

資格である保育従事者及び幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得を支援すること

により，保育士及び保育教諭の増加を図るとともに，新卒保育士に対する家賃補助を行う

ことで離職率を抑制し，子どもを安心して育てるための体制整備を行う事業であるが，イ

メージアップ事業として，保育士養成校や関係団体と連携し，高校生に対してＰＲするこ

とを目的とした進学・就職イベント等の実施や，保育所，認定こども園，幼稚園などを見

学先とする保育士体験ツアーも引き続き実施したいと考えている。

次に，特別支援保育補助金については，心身に障害等を有するため，保育に当たり支援

を要する児童を受け入れている保育所等に対して，保育士等の加配に要する経費を補助す

るもので，対象となる児童の増加を見込んでの予算計上としている。

続いて，育児の負担感の解消について，私立一時預かり事業費，保護者の就労や急病な

どのため，一時的な保育の提供等を行う事業で，この度の幼児教育・保育の無償化の対象

となっている。これに伴い，各施設の事務負担軽減や保育体制の充実につなげるための各

種加算額の増に対応したいと考えている。

次に，子どもの貧困対策について，令和２年度は新規事業として，育英資金給付型奨学

金を開始し，高校等の１年生を持つ年収の目安がおおむね２５０万円程度から３５０万円

程度までの保護者等の世帯に対し，返還不要の奨学金を支給する。

制度開始に向けての取組状況等については，この後の報告事項エで説明する。

続いて，相談・支援体制の充実について，出産支援推進費は，母子健康手帳における子

どもの発達経過記録ページ等の独自ページの追加をする。学校教育における特別支援につ

いては，令和２年度から個別支援計画の作成が必須化されるが，発達支援を受けるに当た

り，乳幼児期の発達の経過は，非常に重要な情報であるものの，これまでその情報収集に

は，保護者の手元に記録が残っていないため，支援を受ける側と提供する側双方にとって

負担となっている。

その負担の軽減や事務の効率化，効果的な事業の推進を目的に母子健康手帳に独自ペー

ジを導入するものであり，拡充分として予算要求している。



5

次に児童家庭相談事業費，現在，児童・生徒が生活の中で抱える諸問題の解決をサポー

トするスクールソーシャルワーカーを１名配置しているが，相談対応件数はこの５年間で

約４倍に増加している。増加する相談に，よりきめ細かに対応する必要があるため，１名

増員に係る経費を増額したいと考えている。

続いて，産前・産後ヘルパー事業費について，４か月健診及び１歳６か月健診の受診者

を対象としたアンケート調査においても，育児・家事支援のサービスがあれば利用したい

という世帯があることを把握している。

このため，妊娠中又は出産後，母親の体調不良等により，家事や育児の援助を必要とす

る家庭にヘルパーが支援を行うことで，子育て家庭の身体的・精神的負担の軽減を図ろう

とするもの。

次に，その他として，私の未来プロジェクト事業費では，これまで実施してきた小中学

生に対する乳幼児との触れ合い体験や助産師による講義などの出前講座のほか，子育てを

支える地域づくりの推進と気運の醸成を図るための企業を対象とした助産師などによる新

たな出前講座及びＳＮＳを活用した情報発信の予算要求をしている。

また，子どもや子育てに関する事業に活用するため，旭川市子ども基金があるが，その

充当先する事業として，８つの事業を挙げている。充当額は約２千８７７万円を予定して

いる。

以上が子育て支援部の令和２年度の予算要求に係る主な概要であるが，冒頭でも話した

とおり，これらの予算については，現在，財政担当に予算要求している状況であるため，

これが決まったというものではなく，結果次第では実施できないもの，縮小するものもあ

るかと考えている。

意見等あれば，予算が付いた中で新年度の事業の実施の際に頂いた意見を取り込めない

か，あるいは今後の事業を構築していく参考にしたいと考えている。

なお，予算が決まっているわけではないため，資料等の取扱いについては留意していた

だきたい。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ｂ委員）

今の説明の中で幼稚園教諭免許状更新講習について何もなかったが次年度はどのように

なるのか。特別支援の加算について，幼稚園型の一時預かりの中で来年度も継続という理

解で良いか。

また，特別支援教育に係る子ども総合相談センターの巡回支援の専門員に関してはどの
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ようになるのか。

（事務局）

一つ目の幼稚園教諭免許状更新講習については今年度と同様に継続して予算要求してい

る。また，特別支援の加算については，幼稚園型の一時預かりの中で今年度と同様に要求

している。

（事務局）

巡回相談については次年度も引き続き現在の体制で継続したいと考えている。

これまでの審議会などでも，特別支援につなげることについては，子育て支援部として

仕組みづくりを検討する段階と回答しているが，巡回相談の中での対応については具体的

なものはない。

（Ｂ委員）

来年は特に何もないということか。

（事務局）

来年度も保護者や園からの要請に基づき巡回相談を行い，園の中での様子をみて，お子

さんへの関わり方などを助言していくが，特別支援保育に係る判定を行うものではなく，

それについては部内での検討となる。

（Ａ委員）

Ｂ委員の質問は，北海道からの文書の件について旭川市で取り組む意思があるかどうか

という趣旨かと思う。

（事務局）

北海道からの文書の内容にまで対応する考えに至っていない。

特別支援保育に係る判定や判断について，現在の巡回相談での対応ではなく，今後，部

の中で仕組みづくりを検討したい。

（Ｂ委員）

意見として。検討ではなく，子総相の巡回で各園を見て判定を出してほしい。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，意見等はあるか。

＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。
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≪報告事項イ

第２期旭川市子ども・子育てプラン策定専門部会の調査審議結果について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

本部会において第２期旭川市子ども・子育てプランについて本年１１月１日，５日，

１２日，１９日，２９日の５日間で調査審議を行い，１２月９日付けで答申を頂いたとこ

ろである。

この答申の中で次期プランを効果的に推進するため，今後反映させていくべき視点とし

て７つの項目に係る意見を頂戴したところでありこの意見を踏まえた修正を行うとともに

現在，関係部局と協議中である。

今後のスケジュールについては，庁内協議終了後，令和２年１月下旬から２月下旬まで

の期間において意見提出手続を実施し，その内容を踏まえ見直しを行い，令和２年３月に

決定する予定。

なお，意見提出手続を開始する際には，本審議会の委員の皆様にも資料を送付する予定

である。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項ウ 令和２年度旭川市児童館・旭川市北彩都子ども活動センターの指定管理に

関わる優先交渉権者について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

現在，児童館は６館あるが，北地区の永山・北門・春光及び南地区の神楽・神居・東光

ともにワーカーズコープ指定管理者グループと，宮下通１４丁目にある ASOBI～BA につい

てはこどもクラブグループと管理運営に関わる協定を締結している。

この協定の期間は，児童館は平成２７年４月１日から令和２年３月３１日まで，ASOBI

～BA については平成２７年１０月１日から令和２年２月３１日までとなっており，双方と
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もに今年度末で協定の期間が終了となる。

そのため，令和２年度からの管理運営に関わる指定管理者の選定に向け，１０月４日か

ら１１月２２日までの期間において公募した結果，児童館については北地区及び南地区と

もに現在のワーカーズコープ指定管理者グループ 1者が，ASOBI～BA については現在のこ

どもクラブグループ及び NPO法人旭川 NPO サポートセンターの2者から応募があった。

これに基づき，１２月１９日に旭川市子育て支援部指定管理者選定委員会を開催した結

果，児童館については北地区及び南地区ともにワーカーズコープ指定管理者グループが，

ASOBI～BAについてはこどもクラブグループが優先交渉権者となったので報告する。

今後の予定については，令和２年２月の第１回定例会に指定管理者の指定についての議

案提出を行い，議決後，交渉権者と業務内容等の協議を行い基本協定を締結し，令和２年

４月から新たな協定に基づく管理運営を行う予定である。なお，協定の期間は令和２年４

月１日から令和７年３月３１日までの５年間となる。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ａ委員）

意見としてだが，公募要件を考え直したほうがよいと思う。５年間の委託と期間が長い

ため子どもたちへ与える影響が大きい。複数の事業者から選定するのであれば良いが，１

者からしか応募がないのであれば公募要件に何かしらの課題があるかもしれないと考えて

よいと思う。次期の令和７年までに考え直してほしいと思う。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，意見等はあるか。

＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項エ 旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直しについて≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

旭川市給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直しについては，原案として先

の第１回審議会において協議事項として議案提出し，意見等なしで原案どおり承認を頂い

た。その後，７月に開催した奨学生等選考委員会を経て，９月に開会した旭川市議会第３
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回定例会において，旭川市奨学金支給条例及び旭川市入学仕度金貸付条例の一部を改正す

る条例について議決を頂いたところ。

さらには頂いた御意見，御質疑を踏まえて一定の見直しを行った上で，制度内容を最終

的に意思決定し，現在は規則等の制定など関係規定の整備を行っている。

議会議論等を踏まえて３点の修正がある。第１回審議会の提出資料を見え消しとして時

点修正し作成しているのでその概略について説明する。

１点目，新設する給付型奨学金の給付人数について，予算の都合上，申請しても支給対

象とならない方が生じることについて，改善を求める意見が少なからずあったことから，

給付人数 300人としていたものを，特定の人数を定めず予算の範囲内としたもの。

当初の制度設計において対象者 400 人程度と見込んでいたことから，改めて拠出可能な

単年度の予算を算出したところ，現在の育英基金への寄付額が堅調に伸びていることなど

も背景にあり，当初の２千万円程度から２千８００万円程度に見直すことにより，およそ

400 人を超えて支給することが可能となった。また，金額を定めない部分については年度

により対象者の増減が生じること，今後の少子化を見据えて柔軟に対応できるようにとの

考えである。事業開始初年度である令和２年度の予算については，支給額として２千８０

０万円を要求しているところ。

続いて，奨学金等貸付制度の見直しにおいて，保護者以外の連帯保証人の年収要件につ

いては，利用希望者の利便性を最優先に考慮すべきとの意見や他都市の状況から，設定し

ないこととした。

３点目として，資料中では見えないが，入学仕度金の返還期間について，貸付額に合わ

せた，より適正な返還期間を設定するとの考えから学校区分にかかわらず，貸付金額に応

じた返還期間に改めた。

以上が修正内容であり，給付型奨学金制度については，１１月に市内の中学３年生を対

象に，令和２年度における制度実施に向けた周知案内を配付したところ。内容を精査した

上で，年明けの３月にも改めて周知する予定。既存の貸付事業についても，申請受付は１

２月１３日から開始しているところ。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項オ 旭川市放課後児童クラブ運営業務委託について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。
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（事務局）

本年６月に開催した第１回目の本審議会において，放課後児童健全育成事業専門部会の

調査審議結果について，放課後児童クラブの質的拡充を目指すための運営手法として，民

間委託を導入する旨の運営の在り方に関する方針（案）をまとめていただいたことを報告

した。

その後，７月に市として方針を決定し，９月の議会での関連予算の議決を経て来年４月

からの放課後児童クラブの民間委託の実施に関し，事業者選定の手続を行った。

市内を４ブロックに分けて９月から１０月にかけて公募型プロポーザルを行ったところ，

市内２者，市外３者，計５者の参加があり，１０月２１日に開催した審査会において，各

ブロックごとに参加事業者の企画提案内容を審査した結果，４ブロック全てでシダックス

大新東ヒューマンサービス株式会社が受託候補者として選定された。

その後，同社と契約締結に向けた協議を進め，１１月８日付けで契約を締結したもので

あり，契約内容については，履行期間が令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの

５年間，契約金額が５年間で，東部ブロックが７億５千１４３万９千円，南西部ブロック

が６億７千４７８万２千円，北西部ブロックが７億２６１万３千円，北東部ブロックが７

億９千５０１万９千円となっている。

現在，履行開始日までの準備期間として，市と受託者で協議しながら支援員の雇用手続

や運営内容の整理など，円滑な委託運営開始に向けて順次作業を進めている。

また，関係者に対しては，契約締結後，受託者の決定等に関し学校や支援員に周知・説

明を行っており，利用者についても，文書による周知に加え来年３月には４月以降の運営

に関する説明会を予定しているところであり，引き続き丁寧に説明していく。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項カ 市立保育所及び市保育士の取組状況について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

市立保育所については，平成２８年４月に策定した市立保育所の在り方及び市保育士の

人材育成に係る方針に基づき，毎年の取組内容や事業計画について報告しているところで

あるが，この方針では子ども・子育てプランの計画期間をひとつの区切りとし，当面，市
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保育士に対する人材育成に係る取組を継続しながら，特別支援保育等に係る拠点保育所を

目指す神楽保育所への市保育士の重点的配置を，待機児童や，新旭川及び近文保育所の在

り方にかかる整理の状況を踏まえつつ，段階的に実施していくこととしている。

そのため，現プランの計画期間終了年である今年度までの取組や成果を振り返るととも

に，課題や今後の展望を整理し，次年度以降の取組につなげていきたいと考えている。

方針の取組の３つの視点である，全市的な支援体制の構築，市保育士の質の向上及び行

政資源の効果的な活用を踏まえながら様々な取組を進めてきた。

まず，一番上の特別支援事例集の編纂・公表だが，市立保育所が取り組んできた特別支

援保育における支援の方法等について，事例集としてのとりまとめを行い，昨年度，市内

民間保育施設にお知らせするとともに，ホームページで概要の一覧を公表している。増加

する特別支援児への対応につながるよう，情報を共有するとともに，引き続き取組事例を

まとめ，更新していく。

次に，ペアレントトレーニング・ペアレントプログラムへの参加だが，トレーニングに

ついては，平成２９年度に市保育士４名が研修を受講し，以降，市民向け講座に補助者と

して参加したことで，相談支援の実践を学び，保護者ニーズを知る機会となり，また保育

士の経験や知識に基づく助言によって，保護者の困り感や不安の軽減にもつながっている

と考えている。

プログラムは，トレーニングのより簡易なもので，今年度，市保育士５名が研修型プロ

グラムを受講し，市民向け講座に補助者として参加しており，保育現場においても保護者

の相談支援の方法として活用している。

次に，公開保育・研修会の実施だが，公開保育は，認可外保育施設を対象に行ってきた

ものを平成２８年度から認可保育施設まで対象を広げ，４年間で延べ１４３名に参加いた

だいている。公開保育後の意見交換において様々な意見を頂くことで，保育の質の向上に

つながっている。

研修会は，当時，市立保育所の自主研修報告会として平成１９年度から認可外保育施設

を対象に行い，２０年度から認可保育施設まで対象を広げている。当初は，保育技術向上

に向けた取組報告を行っていたが，現在は保育実践報告やグループワークを行うことで，

保育士同士の学び合いにつながっている。

次に，特定教育・保育施設等の実態把握だが，指導監査時に市保育士が同行し，施設の

状況を確認した上で，助言，指導を行っている。平成２９年度には，保育所保育指針の改

定に伴う，市立保育所の事故防止マニュアルの見直しを行い，その実効性を高めるために

所内研修を継続開催しておいるが，民間保育施設等においても実状に即した事故防止マニ

ュアル整備が進むよう，見直しの手法等について指導監査時等に提案している。

また，昨年９月の胆振東部地震を経て，市内保育施設等の防災備蓄品の状況と非常時の
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連絡体制を把握し，今年１０月には災害時等における保育施設等の対応についてと避難情

報発令時の旭川市内保育施設等の対応ガイドラインを発出したが，これらを基に，市立保

育所防災マニュアルを年度内に作成する予定である。

次に，認可外保育施設への立入調査だが，立入調査時に市保育士が同行し，指導監督基

準への適合状況を確認しており，その場で助言，指導しつつ必要に応じて後日，文書指導

を行っている。

これらの取組に市保育士が同行することで，自身の保育業務の見直しにも役立っている。

次に，児童保育要録の改定・公表だが，保育所保育指針の改定を受け，昨年度，市保育

士によるグループワークを経て見直しを行い，昨年１２月に改定したところである。改定

様式について，各保育所等に周知し，こども育成課ホームページにおいて記載例と併せて

公表しているが，今年度は指導監査時や問合せに対応している。

次に，自己評価の実践・公表だが，こちらも保育所保育指針の改定を受け，見直しを行

った自己評価シートに基づいて平成２９年度分の自己評価を昨年７月に所内掲示し，平成

３０年度分については本年３月に所内掲示したところ。

１年前の本審議会において市立保育所における自己評価の進め方の事例公表を検討いた

だきたい旨の意見を頂き，まずは保護者向けにより伝わりやすい公表様式について整理し

たいと考えていたが，国から年明け３月頃までに自己評価ガイドラインの改訂版が示され

る見込みであることから，そちらも踏まえた上で，記載内容の充実や伝わりやすいものと

なるよう検討していく。

次に，囲みの一番下，第三者評価の受審だが，市立保育所における保育サービスの質の

向上を図るため，昨年度初めて神楽保育所において，評価機関を利用した第三者評価を受

審し，その評価結果を北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構へ報告するとともに，

３月に所内掲示した。

受審を通して，保育を可視化することの重要さを認識し，評価意見の反映に努めている

ところ。今年度は近文保育所において現在，受審中である。

次に，囲みの右上，医療的ケア児童の受入れだが，昨年４月から，胃ろうの児童１名が

新旭川保育所に入所している。

入所に当たって，看護師１名を配置するとともに，北海道療育園の保健師から保育士向

けの研修を行っていただき，受入れマニュアル等を作成したほか，わかくさ学園の訪問支

援を活用し，旭川障害者福祉センターおぴったに開設している小児慢性特定疾病相談室と

も連携しながら対応している。

民間保育施設において医療的ケア児童の受入れを行う場合には，受入れの経験を踏まえ

て，相談に応じていく。
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次に，保育士再就職支援研修の実施だが，保育士として復職を目指している方などの支

援を目的に，平成２８年度から実施し，これまで２９名の参加があり市保育士が座学講師

と現場実習の受入れを行った。

受講者のうち６名以上が保育士として再就職していることから，保育士確保策として一

定の成果が上がっているものと考えている。

今年度も３回の研修を予定しており，既に開催した２期で５名が修了，第３期は２月に

開催を予定している。

次に，子育て支援員研修の実施については，保育や子育て支援分野の各事業の補助的な

業務への従事を希望する方を対象とした，国の認定制度である子育て支援員研修における

現場実習の受入れを市立３保育所で実施している。

昨年度は２期合わせて５７名の受入れを行ったが，今年度の第１期も定員の倍近い申込

みがあり，市立保育所において３９名の現場実習の受入れを行っている。

これらの主な取組と３つの視点を踏まえた次年度以降の課題と展望について，資料下段

に４点掲げている。

一つ目の先導的，試験的役割の発揮は，市立保育所では，これまでも市内全保育所を対

象とした公開保育や研修会の開催など，全市的な子育て支援体制の構築に努めているが，

そのほか，先ほど説明したように特別支援事例集の編纂・公表，児童保育要録の改定・公

表をしている。今後においても，先導的，試験的な取組を行い，民間保育施設に対して発

信していく。

二つ目の民間事業者では担うことが難しい分野への対応は，現時点の事例としては，医

療的ケア児童の受入れがある。

医療的ケア児童の受入れは先に説明したが，医療的ケアを要する児童や症状の重たい児

童の受入れについては，民間においても人的，予算的な面で苦慮している状況にあると聞

いている。

また，今年のゴールデンウィークは，新天皇即位に伴い，最大１０連休となり，例年よ

りもこの期間中の保育ニーズが増えることが予想されたことから，４月３０日から５月２

日までの３日間，神楽保育所を臨時的に開所し，休日保育のキャンセル待ちとなっていた

児童の受入れを行ったところ。

このように，利用者数は少なく，採算性の面からは効率的ではないものの，保育ニーズ

があって民間事業者では担いきれない分野について，市民の「セーフティネット」となる

ことや「利便性」を重視し，取り組んでいくことも市立の役割として求められているもの

と考えている。

三つ目の特別支援保育に係る全市的な支援体制の構築に向けた市保育士の専門性の向上
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は，特別支援保育のニーズは，近年，増加傾向にあることから，要支援児への対応を含め，

全市的な支援体制の構築に向けて，市保育士自身の特別支援に係る知識や理解を研修会な

どを通して深めることはもちろん，日々の保育の振り返りや所内研修などによって，対象

児童一人一人の理解を深め，その実態に即した保育やクラスづくりをしていくことで専門

性を高める必要があり，専門職としての更なるスキルアップが課題となっている。

四つ目の拠点保育所機能の発揮に向けた市保育士の重点的配置は，方針において特別支

援保育等の施策推進に係る拠点保育所は，施設の立地場所，老朽化の状況等を考慮し，神

楽保育所としている。

市保育士を重点的に配置するためには，新旭川や近文保育所の役割も含め，施設の在り

方について整理する必要があることから，保育ニーズの動向などを踏まえながら，市立３

保育所の在り方を検討した上で，実施することとなる。

次に資料２枚目の拠点保育所機能の発揮に向けた新旭川保育所及び近文保育所の在り方

について，ただいま説明したとおり，拠点保育所機能の発揮に向けては，新旭川や近文保

育所の在り方と併せて考える必要がある。

市立３保育所の施設の状況は表のとおり，建築後の経過年数は新旭川が３８年，近文が

３６年そして神楽が１１年であり，減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表によると，

鉄筋コンクリート造の学校等の建物の耐用年数は４７年となっている。

平成３０年度の行政評価では，「今後の少子化や幼児教育の無償化の影響を見極め，まず

は保育ニーズをしっかりと把握する必要があり，その上でハードとしての施設の集約や民

間移譲等について検討すること。」となっており，また，今年２月に策定された公共施設に

係る再編計画では，神楽保育所については全市的な保育行政の拠点施設を目指すが，新旭

川と近文保育所について，施設の将来像として，保育ニーズに対する提供体制の整理と併

せ，公立としての役割や施設の在り方を検討し，管理計画の第１期，平成３１年度から令

和９年度又は第２期，令和１０年度から令和１５年度に取組内容を整理することとしてい

る。

ここで，保育ニーズの状況について説明する。中央のグラフは，４月１日時点の本市の

就学前児童数と保育所等の年齢別利用児童数である。上の折れ線グラフが就学前児童数で，

人口減少とともに，年々，減少していることが伺える。一方，棒グラフは保育の必要性が

ある２・３号の認定を受けた認可保育所，認定こども園，地域型保育事業の利用児童数で

ある。就学前児童数が減少していることとは反対に，年々，増加している。

下のグラフは，１０月１日時点の市立保育所の利用児童数である。棒グラフのとおり，

利用児童数はこの５年間で，年々，わずかに減少しているが，特別支援の対象児童は，ほ

ぼ横ばいとなっており，特別支援保育の対象定員は３保育所いずれも６名のところ，今年

度，新旭川では９名が利用している。右の囲みには，新旭川の病後児保育の利用人数を示

しているが，病児保育からの連続利用などにより，利用人数は平成３０年度から今年度に
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かけて増加している。

近文は定員数が３保育所で最も多く９６名だが，近隣に民間保育施設が少ないなどの影

響もあって，今年度は例年よりも僅かに少ないものの，一定の利用ニーズがあるものと考

えている。

このように，全市的な保育ニーズや市立における特別支援保育などのニーズは依然高い

状況となっているが，今後，就学前児童数はグラフのとおり，さらに減少していく見込み

であり，次期プランの量の見込みにおいても，特に３歳以上児は減少を見込んでいる。

しかしながら，年度途中での待機が依然生じている状況もあり，市立保育所の保育ニー

ズの受皿としての機能は，当面，続くものと思われる。

施設の老朽化は日々進むが，このような保育ニーズの動向なども踏まえ，引き続き，市

立保育所が担うべき役割や機能について整理していく。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ａ委員）

現在策定中の子ども・子育てプランに合わせる形の総括的な話を頂いたが，今後の新た

な方針は決まっているのか。今後の新たな見取り図的なものは出来上がっていないのか。

（事務局）

今回の資料はこれまでの取組の振り返りであり，課題と展望に記載した部分についてこ

れから整理する必要があると考えている。新しいプランの中での位置付けについても，具

体的なものは盛り込んでいないため，公立としてどのような役割や機能を果たしていかな

ければならないかという部分と，新旭川と近文の在り方を次のプランの期間で具体的に検

討していきたい。

（Ａ委員）

いつ頃目に見えるような形で具体的になるのか。４月から新年度が始まるが，新たな取

組に基づいて市の保育士の取組などが進んでいかなければならない。

（事務局）

毎年度の市立のこれまでの取組については継続していく。大きな見直しについては今年

度の残り３か月では具体的なものを示せないため，新年度に入ってから検討する。
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（Ａ委員）

質的向上を図るという文言があるが，旭川市の公立保育所として何を持って質的向上と

言えるのか具体的なものがほとんど書かれていない。それがはっきりしない中で自己評価

ができるのか。

また，保育士の再就職支援研修について２９名受けて６名が就職してそれなりの役割を

果たしているという部分で，実際に保育所に復職した数は全体ではもっと多い。その人た

ちは結果的に市の再就職支援研修を受けずに復職しているという現実を抜きにして研修の

役割は十分果たされていたといえないと思う。復職に当たって受講が必須である研修では

ないので，結果的に，この研修を受講したいと思われるような研修にはなっていなかった

と考えなければならない側面があると思う。

これから新たな枠組みを作ろうとするなら，現状をシビアに振り返る必要があると思う。

（Ｃ委員）

今後の民間における医療的ケア児の受入れについて，市としてどのように考えているの

か。今年の春に保護者から医療的ケア児の入所希望に係る問合せがあり，民間では難しい

が公立では考えているらしいと伝えたが，その保護者が市の窓口で確認したところ公立で

は受け入れていないと言われたということも聞いた。市として医療的ケア児の受入れをど

のように進めるのか。今後拡充するのか，民間にはどのような支援体制となるのか，現時

点で分かっている範囲で教えてほしい。

また，特別支援保育に係る全市的な支援体制の構築に向けた市保育士の専門性の向上と

あるが，全市的な支援体制の構築とはどのようなものをイメージしているのか。市保育士

の専門性の向上とはどのような立ち位置で考えているのか。

（事務局）

医療的ケア児の受入れについて，現状としては市立で１名と民間でもう１名受け入れて

おり，問合せは増えている状況。体制面の支援も考える必要がある。具体的なところまで

至っていないが，市立では看護師を配置しているので，そういった部分で民間に対しても

どういった支援ができるのか考えていく必要がある。

また，特別支援保育について，Ｂ委員から要支援児の判定に係る話があったが，市とし

てどのような支援体制を構築できるのか，そこに市の専門職として保育士がどのような関

わりができるのか考える必要はある。現時点での市保育士のスキルでは判定できないので，

保育士だけではなく，それ以外の専門職も含めてどのような体制が構築できるかを考える

必要がある。

（Ｃ委員）

医療的ケア児の受入れについては，今後増えていくということではなく。随時対応か。
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（事務局）

問合せを頂いた部分を利用調整していく形となる。具体的な体制面での支援構築には至

っていない。

（Ｃ委員）

特別支援保育の全市的な支援体制の構築も具体的には未定であり，どのような支援体制

を構築するか分からない中で保育士の専門性を向上させるのは難しいのではないか。

（Ａ委員）

全市的なという部分は理想としてそうあってほしいということで，ここを目指すという

ことで進めてきたのが実情だと思う。どこに向かって力を伸ばしていくのかというところ

がこのままでは限度があると思う。

（Ｃ委員）

現場では特別支援を要する児童だけでなく要支援児が多い中で，具体化しないと動いて

いかない。ここに書かれていることに関しては，今後ではなく，いつまでにこうする。，公

立の保育士，民間の保育士，幼稚園教諭の立ち位置はこうである。，としないと，対応が困

難になっている状況が改善しない。具体化をお願いしたい。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，意見等はあるか。

＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪報告事項キ 旭川市愛育センターの組織変更について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

愛育センターでは，令和２年 4月から，組織体制を変更したいと考えている。愛育セン

ターは，通所受給者証を取得している子どもが対象の施設で，福祉型児童発達支援センタ

ーであるみどり学園，医療型児童発達支援センターであるわかくさ学園，児童発達支援事

業所であるこども通園センターが，知的・肢体不自由・発達の障害等の状況に分かれて，

障害等のある未就学児の療育支援や地域支援を行っている。
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今回，愛育センターの体制を変更することの検討を始めた背景については，１枚目の資

料に平成２４年の児童福祉法の改正や，指導員の確保が難しい状況などいくつか記載して

いるが，その中で，幼少期の特性に応じた支援を行うためには，共生社会の実現に向けて

理想的支援体制を実現化する地域の中核的支援施設が必要であること，法改正後の求めら

れる支援体制の再編に向けて，障害種別に分けられない,つまり,知的障害や発達障害,肢体

不自由,重症心身障害，盲・聾,又それが重複している障害など,多様な障害に対応できる支

援施設が必要であること，多様な障害や困り感を持つ対象者が増加する中，障害種別に分

けられている体制でのノウハウ提供では技術面や人員面での困難さが見られてきた，十分

な支援が行き届かないといったことが，現在の課題となっていると考える。

愛育センターでは，そのような課題に対応し，子どもの特性に応じた支援を提供するた

めには，多様な障害に対応できるような支援の技術面や人員面を重厚化し，既存のノウハ

ウの共有及び技術向上すること，一つの児童発達支援センター地域の中核的な支援施設に

統合し，サービスの提供を充実することなど，質の高い児童発達支援センターを構築する

ことが必要であると考えており，その結果，現行の福祉型若しくは医療型，事業所をいず

れかに集約することとし，一つの福祉型の児童発達支援センターとすることを選択した。

福祉型とした理由については，資料の右側に記載しているが，例えば，人員配置基準に

ついては，福祉型児童発達支援センターの人員配置基準は対象児に対する指導員は 4対 1

であり，医療型，事業所よりも児にとって手厚い体制が法的に約束されることや，作業・

言語・理学の訓練については，現在の例えばわかくさの通園児にはそれぞれ主治医がおり，

センターで受ける発達について診察は重複している一方で，福祉型であっても協力医がお

り，各児の主治医との連携により，一定のサービス提供が可能であること，制度上，医療

型における訓練は診療報酬により賄われるが，現在常駐医を置いていないため診療報酬は

得ていないが，一方で福祉型で行われる訓練については利用料に加算されるといったこと

がある。

また，児童発達支援事業所である通園センターは，支援センターに移行することで，必

要に応じて訓練を受けることができ，さらに地域支援の充実も図ることができる。といっ

た利点があると考えている。

愛育センターの体制について，具体的には資料２ページ目，現在，愛育センターは，１

課に施設管理部門１係と３つの学園という体制になっている。新体制としては，組織をス

タッフ制とし，施設管理等を行う管理担当と，療育を行っている３つの学園を統合して保

育士や児童指導員を中心としクラスごとの療育を行う療育支援担当，そして，理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士，相談支援専門員といった職種は愛育センターに通園する障害児

に対してリハビリテーション的な支援を行うことや，障害児通所受給者証の交付を受けて

いる障害児に対して，保育所や幼稚園などへの訪問支援を行うこと，さらに，他施設との

連携や家庭訪問等により障害児の生活のコーディネートを行うことなどを行う地域支援担
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当に再編成したいと考えている。

療育支援担当は，それぞれ，子どもたちの特性や状況に配慮しながら，現在，通園して

いる学園の療育は，基本的に継続できるようにクラス分けし療育することを考えている。

３施設が１つとなることで，これまでみどり学園とわかくさ学園，又はこども通園セン

ターとみどり学園の間といった，必要とされる発達支援が現在での各学園の枠組みにおい

て，対応が難しい中間層にいるような子どもへの支援が可能となることや，学園ごとに人

事配置されている療育担当の保育士を，スタッフ制を導入することにより臨機応変に配置

することで柔軟な対応が可能になることなど，多様な障害を持つ児童に，より特性に応じ

た対応ができることを想定している。

また，地域支援担当は，現在行っている各学園で設けていた保育所等訪問支援事業や相

談支援事業所を一つに統合して，事業を充実して実施していきたいと考えている。

なお，この組織体制の変更については，愛育センター内のワーキンググループでの検討

し，各学園の保護者会を対象にした意見交換会等を開催するなどしているが，今後も，肢

体不自由児者父母の会や手をつなぐ育成会，医療機関を含む関係団体の理解もいただきな

がら，進めていきたいと考えている。

いずれにしても，療育を必要としている障害児が更にそれぞれの形にあった療育やワン

ストップで対応が可能な施設になるよう，特に現在通園されている方が不安のないよう意

見交換を密にしながら，令和２年４月の組織見直しを進めていきたいと考えている。

今後の予定としては，令和２年２月開会予定の旭川市議会第１回定例会に条例の一部を

改正する議案を提出し，議決後，４月からスタートすることを予定している。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ｄ委員）

保護者にはどのような説明をしているのか。保護者の理解は得られているのか。

（事務局）

昨年１２月の本審議会で報告した後，１２月に保護者に説明会を実施，こども通園セン

ターは今年４月に説明会を実施，その後，今年１１月に保護者との意見交換会を実施し，

１２月２５日にも意見交換会を実施予定。また，１月及び２月にも意見交換会を実施する

予定。

（Ｄ委員）

新しい体制の中で，発達クラス，肢体クラス，知的クラスとあるが，知的という表現に
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対して保護者の抵抗がないか気になった。

（事務局）

本審議会の資料としてはこのような表現としているが，今後，クラスの名称については

配慮して決めていきたい。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，意見等はあるか。

＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

（Ａ委員）

全体を通して発言等あるか。

（Ｅ委員）

窓口や電話対応について，制度等を熟知した人に対応してほしい。

先日，支援センター担当の人をお願いしたいという電話を掛けたところ，電話対応した

職員が支援センターが何かを理解しておらず，自分がその概要を説明した。さらに電話が

保留となった後に切れてしまったが，再度電話したが謝罪の言葉もなかった。悩みや不安

があって勇気をもって電話をしているので，そこで切られてしまうと，本当にここに相談

してよいのかと更なる不安がでる。

また，窓口で産後ケア事業のパンフレットを求めたところ，窓口の職員がパンフレット

の所在を把握しておらず，２～３人の職員で探し始め，担当者が来てようやく見つかった

ということもあった。ホームページに問合せ先が掲載されているにもかかわらず，その問

合せ先で分からないということになると，相談先としてここを紹介して良いのかと不安に

思う。

産後ケア事業のパンフレットは棚に保管するのではなく，いつでも持っていけるような

場所に置いてほしい。意見として。

（Ａ委員）

特に電話では相手の顔が見えないので，しっかりとした対応をしていただくことが大切

だと思う。

（事務局）

今の意見について，おそらく電話は切ったのではなく，操作の誤りで切れてしまったも

のだと思うが，社会人として当たり前のことができていなかったという部分で申し訳なか
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った。この場でお詫びする。基本的な研修は市全体で実施しているほか，市の業務は専門

化してきており，担当外の者が分からないという部分もあるが，ＨＰに掲載しているので

あれば，当然，そこの部署であればどの職員も把握している必要がある。研修などきっち

りやっていきたい。

（Ｆ委員）

子育ての妊産婦に係る支援や子育て，子どもを産んだ後の支援を市でたくさん実施して

いただいていることはよく分かったが，もの凄い勢いで少子化が進んでいるという危機感

を持っており，実際の少子化対策として，妊婦となり子どもを産んだ後の支援も重要だが，

若い人が子どもを欲しいと思う，子どもを産みたいと思うような支援，施策は何かないの

か。

（事務局）

非常に難しい問題ではある。しかし，このままでよいとは思っていない。子育て支援部

だけの話ではなく，まちづくりとして出生数の増などの子育て支援の施策を位置付けてい

くかということになると思う。子育て支援部としても市の政策的な部分への働き掛けもし

ていきたい，また，それに対して子育て支援部としてできることをいかにまちづくりにつ

なげていくか，他町村からの流入などの人口増につながるようなことも含めて考えていか

なければならないと思う。現時点で具体的なものがなく申し訳ないが，考えていかなけれ

ばならないものであるので，新年度に向けた取組としていきたいと考える。

（Ｆ委員）

例えば市民から意見を公募するなどということはしないのか。

（事務局）

行政側だけでは分からない部分もある。他都市の状況で，子育ての部分だけではなく，

人が集まる施設を中心部にもってくることによって，子育て世代，高齢者世代がまちの中

に集まる施策で人口増，出生数の増につながって，商店街が活性化されたという事例を見

た。子育ての施策がまちづくりの中で相乗効果を上げる施策が必要だと思った。問題意識

をもって考えているところである。

現時点で例えば医療費助成などの単発的な細かい施策はあるが，政策的な体系を持って

まちづくりにつなげていくという考えがないところで結果としてうまくいかない部分や，

周辺町村は人口が少ない分，手厚くできるというところがあるので，違った視点で考えて

いかなければならない。

（Ｆ委員）

市の内部での色々な協力が大事だと思うが，子育て支援部が声を上げて少子化対策に強
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く取り組んでいかないと，市として積極的に取り組まないかもしれないので，子育て支援

部から発信して，少しでも子どもが増えるようにお願いしたい。

（Ａ委員）

第２期子ども・子育てプランでも少子化対策について加えられている。そこに向けての

努力は市でもしてくれると思うし，私たち市民一人一人も考えていかなければならないと

思う。

（Ａ委員）

ほかに意見等あるか。＜なし＞

３ 閉会


