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平成２７年度第１回少子化対策推進委員会議事概要 

 

 会議名  ：第１回伊賀市少子化対策推進委員会 

 開催日  ：平成２７年５月２８日（木） 15：00～17：00 

 開催場所 ：ハイトピア伊賀５階多目的大研修室 

 

 出席委員 ：八尾委員、高瀬委員、中森研委員、西口委員、谷本委員、中田委員、 

       安岡委員、佐治委員、中森律子委員、坂下委員、谷委員、大石委員、 

       中島委員、須永委員（計１４人） 

 傍聴   ：０人 

 

 

司会 

平成２７年度第１回伊賀市少子化対策推進委員会を開催します。 

  司会を務めさせていただく、こども家庭課 田中です。よろしくお願いします。 

  伊賀市では住み良く子育てしやすい伊賀市を実感していただくため、子育て支援の

一つとして、保育料の無料化と子ども医療費の助成対象の拡大を実施したいと考えて

います。まず、保育所、保育園の保育料については、本年４月１日から１８歳までの

兄姉がいる子については第３子以降の子について３割の保育料軽減をさせていただ

いています。それに加え、本年９月１日から、該当する第３子以降の保育料について

は無料とさせていただきたいと思っています。同様に、公立の幼稚園についても第３

子以降の幼稚園保育料を無料化、私立の幼稚園においては、市独自で幼稚園就園奨励

補助金制度の拡充を行い、第３子以降の保育料を実質無料化とさせていただきたいと

思っています。子ども医療費の助成については、昨年９月から中学校卒業までの入院

分の助成を市の単独事業として実施しました。今回、その対象範囲を拡大し、通院分

も助成したいと考えています。これらの事業ですが、子育てを支援する取り組みとし

て、優先的かつ緊急に取り組む事業であると市長以下の認識の下に、いずれの事業も、

今年９月から実施させていただきたいと考えています。また近年、子どもを取り巻く

環境が変わり、子どもが安全に遊べる場所が少なくなり、また、一緒に遊ぶ友達が近

所に居ないなどのことから、遊び方を知らない子や、友達と遊べない子が増えていま

す。また、体を動かす機会が少なくなったことから、基本的な生活習慣が身について

いない子どもも増えています。 

このことから、幼児期にふさわしい生活習慣や、運動習慣を身に付けることが重要

であると考え、伊賀市では、幼児の体力向上実践プログラムを作成、活用をすること

により、幼児期に修得していることが望ましい、座る、走る、飛ぶ、投げるなどの基

本的な動作や運動習慣を身に付けるなどの幼児の「からだそだて事業」にも取り組ん
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でいるところです。 

今日は、伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画 26 年度進捗状況と伊賀市子ど

も・子育て支援事業計画の平成 27 年度事業予定についてご協議をいただきたいと思

います。 

 この委員会については、伊賀市情報公開条例第 35 条の規定に基づき、会議の公開を

行うとともに、審議会等会議の公開に関する要綱第６条に基づく議事録作成のため、録

音をさせていただきたいので、ご了承ください。 

 本日の会議は、半数以上の委員が出席いただいていますので、会議は成立しているこ

とを報告します。なお４月の選出団体の改選により、新たに就任いただいた方もいるた

め、ご紹介をさせていただきたいと思います。資料１、３ページの委員名簿をご覧くだ

さい。 

 （委員紹介） 

 それでは、委員会条例の第６条の規定により、委員会の会議は委員長が議長となると

なっていますので、議事進行は、須永委員長にお願いいたします。 

 議事に入る前に資料確認をお願いします。 

 （資料確認） 

 

１、委員長あいさつ 

 

委員長 

  昨年に引き続き議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

  事項書の２、議題から進めます。資料を基に説明いただき、委員からご意見を伺い

ます。お気づきの点、感想等あれば発言をお願いしたいと思います。 

 

２、議題 

（１）伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）事業進捗状況（平成 26 年

度事業実績）について 

 

委員長 

  それでは事項書、２－（１）、次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）につ

いて事務局の説明をお願いします。 

 

事務局説明 

（資料２-Ⅰ地域における子育ての支援、説明） 

 

委員長 
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 何かご質問があればお願いします。 

 

委員 

  ３ページの放課後児童クラブですが、今年度から小学校の統廃合で、増減があるか

と思いますが、現在、放課後児童クラブのない小学校は何校ありますか。 

 

事務局 

  今年度、22校区あり、放課後児童クラブ設置は 14校区です。８校区は未設置です。 

 

委員 

  その８校区には、いつ頃に設置の予定ですか。 

 

事務局 

  今年度からの計画に上げさせていただいたとおり、５年のうちには全校区に設置す

る計画になっています。 

 

委員 

  １年に１～２校区ということですね。 

 

事務局 

  そうです。 

 

委員長 

  よろしいでしょうか。子ども・子育て支援事業計画のなかで、進捗を注目していく

必要があると思います。いかがですか。 

 

委員 

  こんにちは赤ちゃん訪問で、保健師が生後４ヶ月までの乳児の家庭を対象に訪問さ

れていますが、訪問率が 100 パーセントになっていないと思います。４ヶ月を過ぎ

た後でもアプローチはかけているのですか。 

 

健康推進課 

  ４ヶ月を過ぎても連絡が取れれば訪問します。それでも取れない場合は、１歳半健

診などで保護者とお話をしています。外国籍の方で、転出などで全く連絡が取れない

方もいるため、100パーセントにはならない状況にあります。 
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委員 

４ヶ月以降で、連絡が取れた方の分は、実績の数字に反映されていないのでしょう

か。あくまでもこの数字は対象月内の数字なのですか。 

 

健康推進課 

基本は４ヶ月ですが、その後訪問できれば、実績の数字に反映しています。 

 

委員長 

  ２頁、２の子どもの養育支援について、伊賀市に在住している間はこれである程度フ

ォローできると思うが、リスクを背負った家族が転出したときに他市町と情報を共有す

るシステムはあるのでしょうか。 

 

健康推進課 

  転出先の市町と連携を取り、伊賀市で作成した健診カード等の資料を送付しています。 

 

委員長 

 市町での取り組みは充実してきているが、リスクを背負って他市町へ行った時、行方

が分からなくなるのが良くないので、それぞれの市町が協力し合って、親子をきちんと

支えていくことが大きな支援となっていくと思うので、配慮を進めていただければ良い

と思います。他、いかがでしょうか。 

 

委員 

  ２８頁、「にこにこ広場」で、要経過観察児童と軽度発達障がい児とを対象にしている

となっていますが、障がいの有無の判断はどのようにされるのか、また、要経過観察児

童とはどのような子どもをいうのか教えてください。 

 

健康推進課 

  「にこにこ広場」に来ていただく方は、1歳半健診や３歳児健診等で少し発達が遅れて

いるとか保護者の方に不安のあるといった方をお誘いしている。健診は小児科の先生に

も来ていただいているので判断をいただきながら、乳児の健診の委員会等でお諮りをし、

今後どのようにしていくかなどお話をいただき進めています。 

 

委員長 

  地域における子育て支援は非常に大きなメインになっているテーマです。これから子

育て支援を含めて進めていくことになるが、基本的な方針、柱になる部分がここだと考

えています。 他にご意見がなければ、次に進めます。 
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事務局 

 （資料２-Ⅱ親子の健康確保と増進、説明） 

 

委員長 

  親子の健康確保と増進ということです。いかがですか。 

 

委員 

  ４か月、１０か月、1歳半、２歳、３歳半と健康診査をしていただき、あと医師会との

検討もしていただいていますが、健診に参加する小児医は開業医師の輪番でしょうか。 

 

健康推進課 

  はい。健診は開業医師に依頼しています。 

 

委員 

  その開業医師が、障がいの有無を判断されるのでしょうか。 

 

健康推進課 

 障がいの有無というより、その年齢の発育より少し遅れているという判断で、「にこに

こ広場」等の利用につなげています。 

 

委員 

  「にこにこ広場」の対象に障がい児とあったので、どなたがご判断されるのかと思っ

た。小児科の先生ですか。 

 

健康推進課 

  「にこにこ広場」などでもう少し様子をみようという判断をいただく。また、伊賀市

では、療育センターなどが整備されていないので、そこが課題だと考えているので、検

討していきたいと考えています。 

 

委員長 

ほかの委員の方、いかがですか。幼児の健康のところで少し触れていたが、生活習慣

や食事の問題がうまく回転すると、子どもは成長していく。そのあたりに障害があって

できない子が多い。例えば、生活時間も調べると、就寝時間がかなり遅くなってきてい

る。そういう子たちが、朝、食事を取らなかったり、眠くて十分活動できなかったりす

る。しつけの部分で言うと、かつては、おむつを取るのは２歳前後でしたが、調査した  



6 

 

時には、おむつを取る意識が低く、就学するぐらいまでしている。調査では「いつかは

とれるんじゃないの」とか「保育園でやってくれる」という人が居る。若い人たちの、

しつけや幼児教育の意識が変わってきているのかなと思う。離乳食などでも、若い人た

ちももちろん作っているけれども、購入したものでふたを開けるだけで食べさせるなど、

変わってきていると感じるところがある。それが、子どもたちにどう影響するかなどを

共同研究で進めている。生活習慣でも早寝早起きして朝食をしっかりとる家庭生活を送

っているグループと、そうでない子どもたちのグループを分けて、それぞれの発達をみ

ていくということで進めています。 

「親子の健康確保の増進」には、そのようなところを意識し、非常に大事だというこ

とを子どもたちにも伝えていく、という事も書いてあるかと思います。 

子育て支援も、事業に参加されている親にほとんど問題はない。何らかの理由で参加

しない方たちに光が当たるような具体的な施策を考えて、本当に必要とする人たちに手

を差し伸べられることが大事で、親子にきちんとした支えをしていくのが社会の義務だ

と思う。表に出ないところで福祉、支援を必要としている人たち、子どもたちをどうし

ていくかが非常に重要です。こういう事業というのは、一見すると豊かで、昔と比べる

とずいぶん恵まれていると思うが、これからの制度が進んでいくなかでも注意深く見て

いく必要があるし、対応できる体制が求められると思います。 

 

事務局 

  ご意見ありがとうございます。まだまだ潜在的な課題や問題を抱えているご家庭が数

多くお見えだということは感覚的には分かっており、重要な課題であるという認識は持

っています。 

 

委員長 

  ありがとうございます。もう少し委員の方からも情報があれば教えていただき、そう

いう所にもきちんと手が差し伸べられる伊賀市でないといけないと思いました。それで

は次に 3番目の教育環境の充実の説明をお願いします。 

 

事務局 

 （資料２-Ⅲ、教育環境の充実、説明） 

 

委員長 

 次代の親の育成から始まって児童の健全育成というところまでかなりのページ数がある。

ご意見をお願いします。 

 

委員 
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 障がい児に係る特別支援教育で、保育園、小学校、中学校にいる間はそれぞれの周り

の環境が整ったなかで児童たちは成長していくと思うのだが、中学、高校を卒業した後、

地域の方との触れ合いがなくなり、学校へ行けなくなったり、就職の段階で本人がひき

こもりの状態になってしまう場合が多々あるように思う。そういう時に、地域の方が少

し援助をしていただけるとありがたいと思う。地域など自分たちが生まれたところで友

達とも交流して大きく成長してくると、周りの友達からの声かけももらえると思うが、

地域を離れ、集合的な保育や学校で勉強されている場合、戻って来たときに本人がひき

こもる場合がある。そういう場合には、民生委員が声をかけていただき、地域に出られ

る第１歩の場を作っていただきたいのだが、そのようなルール、方法やシステムがつく

れないでしょうか。 

 

事務局 

  地域での声かけは、子にとって大きな力になると思いますし、地域でということも大

事だと思います。また、社会福祉協議会の「若者サポートステーション」では、ひきこ

もりの若者を対象に、自信をつけてもらい、いろんな活動を通じ社会に馴染んでいける

ような支援、お手伝いをさせていただいています。 

 

委員 

  そういったことを充実するようなことも書き入れていただけたらありがたい。 

  もう１点、小学校も統廃合されたし、諏訪保育所もなくなりましたね。保育所であれ

ば保護者が送迎しますが、小学校の場合は歩いて登校になります。バス通学ということ

も考えられるが安全面はどうですか。 

 

学校教育課 

  小学校は、合併し校区が広くなりました。子どもたちの通学の安全は、学校教育の中

で責任を担っており、今回、合併し地域が広くなったところは基本的にバスで通ってい

ただき安全を確保しています。また、安全サポーターという形で主要な場所に立ってい

ただくような支援をいただいています。それでも不十分なことはよく分かっています。

「地域とともにある学校づくり」ということは大事ですので、地域、学校とともに、子

どもの通学の安全を見守っていくような体制づくりをしていくことが、求められている

ことだと感じています。 

 

委員 

  外国籍の小中学生で、日本語が話せない家庭の子どもがいると思います。まず、小学

校に入る前から日本に来られていて、小学校に入学し勉強していく子であれば、普通の

教材を使用しての授業は大丈夫だと思うが、途中で転入された時に、日本語が分からな
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い子の通訳などはどうなっているのでしょうか。また、子どもは日本語が普通に分かる

状態になっていて、親が病気や怪我などで受診されるときに、子を通訳にしたいがため

に学校を欠席させているケースがあると思いますが、その際の授業の補填などはどうさ

れているのでしょうか。 

 

学校教育課 

  外国籍の子どもが多くなってきて、課題もあり、いくつか対応している部分もありま

す。 

  まず、全く日本語が話せずに日本に来た場合は、上野東小学校に初期適応指導教室を

設けており、そこでは、日本の学校生活に慣れる、日本語の表現を修得することなどを、

ひらがな、漢字を併せて、数ヶ月集中して行い、３ヶ月後、それぞれの居住されている

校区の学校へ戻ります。また市内全部ではありませんが、県からの加配教員により、授

業の際にはその子に寄り添い補助しながら子どもたちのサポートをする体制を実施して

います。通訳についても、学校からの要請に併せて派遣している状態です。また、市民

生活課の通訳さんにも依頼することも非常に多いです。いい意味で子どもが通訳できた

ら良いが、子どもが犠牲にならないようにそのような措置をしています。 

外国から来たこども達の学業、進路保障をして、ここでしっかり就職していただくと

いう大きな目標があるが、日本語の生活言語ができても学習言語が難しいという問題が

あります。そのなか、市内では上野東小学校、上野西小学校を始めいくつかの学校では、

大学の先生の協力も得ながら「JSL カリキュラム」という、外国籍の子どもたちにとっ

て分かりやすい授業を研究しています。外国籍の子にとって分かりやすい授業は全ての

子どもに分かりやすい授業になるという観点のもと、学習言語の習得という部分に力を

入れているのが伊賀市の現状です。 

 

委員長 

５３ページ、子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備、一人ひとり

の子どもに対するケアの充実について、各学校の児童生徒の心の問題をスクールカウン

セラーが対応するということだと思いますが、子どもたちが抱えている問題が学校だけ

の問題なのか、生活上の問題があり家庭などに帰ると、スクールカウンセラーだけで十

分なのかと感じます。ソーシャルワーカーのように社会のつながり、家族への問題にも

入り、子どもたちの話をしっかり聞いて適切に対応するということを特に考えてはいな

いですか。 

 

学校教育課 

  大きな課題であると捉えています。いろいろな家庭的背景のなかでの子どもたちが苦

しんでいる状況もあるし、そういう所に光を当てていかなければならないのが学校教育
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の使命と考えている。スクールソーシャルワーカーは、伊賀市としての雇用はないが、

三重県教育委員会が派遣を行っているので必要に応じ派遣を依頼をしています。伊賀市

は、数年前から児童相談所やこども家庭課との連携が密に出来ており、そういった家庭

の状況や、何かあった時にはケース会議を開催するようにしており、ソーシャルワーカ

ーの調整役的なものについては、この会議を大事にしながら連携をとっているのが現状

です。 

 

委員長 

  相談を受けようとしている子には手を差し伸べられるが、ひとりで抱え込んでいる子、

いじめを受けて孤立している子など表に出てこない、分かりづらい子たちへの、先生た

ちの指導は十分なさってるとは思うが、深刻な目に見えない部分の子どもたちの叫びを

どのように拾っていくのかは、伊賀市だけでなく全国的に大きな問題だと思う。これは

先生方やみなさんの協力がなければならない。子どもたちへ光を与えるケアを充実して

もらわなければならない。個人情報の問題など非常に難しい部分もあって、慎重にかつ

迅速に丁寧にし、どの子どもも学校に行くことが楽しいとなるようにしていかないとい

けない。相談に来た子だけが解決した、というだけの問題ではないと考える。事業を進

めていくなかで、多くの専門家や大人たちが目を配り対応していく必要があるのではな

いか。では４番目、成長支援のための生活環境の整備推進についてお願いします。 

 

事務局 

（資料２-Ⅳ、成長支援のための生活環境の整備の推進、説明） 

 

委員長 

  子育て支援をするための生活環境の整備推進というハードの部分です。委員の方々も

生活していく中で利用されると思う。最近特に思うのは、どこのトイレに行っても綺麗

になったというのは非常に嬉しい。また交通安全について、最近気になるのは、子ども

たちは交通ルールを守って登下校しているのに車が突っ込んでくることです。行政も学

校も地域の方も、子どもたちを守ろうとルールを作っているけれども、事故が減りませ

ん。もう少し何とかならないものかと思う。ハードの部分が整備できているのは非常に

良いと思うが、大人が知恵を絞り、せめて学校の行き帰りくらいは安心して登下校が出

来るようにしないといけないと思う。地域社会全体が取り組む課題だと思う。 

あと、子ども SOSの家のように、子どもたちが犯罪に遭遇したとき地域の方が手を差

し伸べる、あるいは、犯罪が起きないように対応していくこともあって良いかと思う。 

仕事との両立も企業等への情報提供や啓発などの取り組みをしていくということで、

制度を理解していただいて利用していくことを考えていくと良いと思います。 

中学生の職場体験学習の実施も非常に良いことです。地域社会の中で生活している人
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たちの仕事、あるいはお父さん、お母さんがどんな仕事をしているかとか知る上でも、

これは続けて欲しいと思う。子どもたちにとっての社会経験は、企業の協力も必要だと

思うが、大いにしていただけると良いと思います。 

他、いかがでしょうか。今日いろいろなご意見がでましたので参考にしていただいて、

次の事業計画に生かしていただけると更に良い方向に行くかなと思っています。意見が

ないようでしたら、（２）これからの計画の説明をお願いします。 

 

事務局 

（２）子ども・子育て支援事業計画事業進捗状況調書平成 27年度事業予定説明。 

 

委員長 

これからの事業評価をするということでこのような表が出来ています。 

細かい内容になっており達成できた場合には段階評価に基づいて達成率をもって評価

をするということです。達成率はもちろん重要になってくるが、質的なものの検証を併

せて行う必要があると感じます。事業を利用していただく人たちのご意見は非常に貴重

だろうと思うので、それぞれ対応するのは大変だと思うが、その都度声を聞き取って次

のステップに結び付けられると良いと思います。 

数値を見ていると、残念ながら人口が減ってくる予想で、統廃合や数を減らすという

ことが現れてくるところもあります。今まではどちらかというと子どもが増えていく社

会で、どんどん増やしていく施策だったのが、ハードがたくさん増えれば良いという時

代ではなく、質を落とさないように調整していくという難しい舵取りが求められていく

と思います。 

 人口減少というのは新しい社会現象です。今までとは違う認識を持たないといけない

と思います。先ほどから言うように子育て支援という立場からいうと、質は落とせない

ので、とにかく質の向上を図りながら適切な事業を進めていくという認識を持っていた

だきたいと思います。 

委員のみなさん、何かありませんか。 

 

委員 

  乳幼児の家庭訪問等に行けていない家について、先ほどからのいろんな話の中でもあ

ったが、結局、行けていない家庭の子どもたちが一番守られるべき子どもであると思い

ます。それが、訪問して相手の保護者に会えない理由は何なのか、両親の勤務時間の関

係等の関係もあるのかも知れませんが、子どもの健診も受けられない、受けたくても受

けられない家庭もあるのではないかと思うが、その辺りのお考えを教えていただきたい

と思います。 
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健康推進課 

  ４ヶ月、10ヶ月健診は、病院で受診していただくが、保健師が関わる赤ちゃん訪問、1

歳半、３歳児健診につきましては、無料で受けていただけます。戸別訪問も出来るだけ

保健師が連絡を取り訪問していますが、中には保護者の考え方により、赤ちゃん訪問を

拒否されるご家庭もあります。その際には、病院との連携を図って健診に来ているか確

認したり、１歳半健診の際に声をかけたり連絡を入れたり、電話連絡が取れない場合に

は、保健師が訪問するなど、できる限りのことはしています。実家が伊賀市ではなく、

里帰り出産し実家に滞在されている方はその市の保健師に依頼し訪問いただくなどの方

法を取り、全く連絡が取れない方は、転出されたり、国外へ出国されたということだと

思っています。 

 

委員 

  ありがとうございます。先日幼稚園で歯科検診があった。その時に、校医さんが、こ

の幼稚園の子どもには「100％近く虫歯の子がいない」とおっしゃった。これはすごい、

これだけ虫歯の子がいないのは珍しいということで、その時私が感じたのは、乳幼児の

時の母に対する啓発など、そういうものがきちんと出来ていれば、子どもが虫歯になる

確率が低いのではないか、お母さんが知らないから子どもが虫歯になるのではないかと

感じたので、こういう質問をさせていただきました。ありがとうございます。 

 

委員長 

  他の委員、いかがですか。 

 

委員 

  昨年、子ども・子育て支援事業計画を策定の際、パブリックコメントが寄せられてい

たということで見せていただきました。その意見の中で、とても気になり実現して欲し

いものがあった。子どもの健康や発達について、例えば、発達に心配がある、障がいが

ある場合に、まず、医療がないと始まらないということを書いておられて、伊賀市の市

民病院でこれを受けられるようにしてほしいというご意見だったと思います。健診はい

ろいろしていただいている状態で、その後はぜひ市民病院で２次医療という感じで精密

検診を受けてもらえるようなしくみを作ってもらえると、こういうお母さんたちの不安

も減るのではないでしょうか。要支援児童というような障がいのある子どもで特別児童

扶養手当を受けている人は１％ぐらい、また、障がい児保育や要支援教育を受けている

人は、伊賀市では３～４％、それに対して、最初に説明いただいた体が出来ていない子

どもの数が 35％から半数近くいます。お母さんのご心配は、障がいがあるのか、ただ体

が出来ていないだけなのか、その辺りをきちんと見極めていただいて、アドバイスなり

療育なり投薬等をはじめる所が、まず市民病院であったらなと願いますので、ぜひ前向
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きに積極的にご検討いただきたいと思います。 

 

事務局 

  ご意見ありがとうございます。医師の役割、私どもが思っているのは医療との連携が

まだまだだと思っていて、市民病院に限らず医師会も含め医師の皆さんにもご協力いた

だき、安心していろんな相談ができる体制を整えて行きたいと思っています。 

 

委員長 

  そろそろ時間ですが、最後にいかがですか。 

  事項書に沿い進めてきました。十分とは言えないがクリアできたと思います。これか

らもこういう委員会の際は、感想でも良いのでご意見をお願いしたいと思います。そう

すると、もう少しいろんな話が出てくるのではないかと思います。事務局からは連絡が

ありますか。 

 

事務局 

  いただいた意見は、庁内で共有し検討をすすめていきたいと思います。 

  また、何かあったら、ご連絡をいただけたらと思います。 

  ありがとうございました。 


