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第１回伊賀市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２４年５月２８日(月)  １３：３０～１６：００ 

開催場所：ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室１ 

 

出席委員：中西委員、嶋澤委員、八尾委員、高島委員、福田委員、海津委員、 

中西委員、前澤委員、窪田委員、山尾委員、松尾委員、中島委員 

                                                    （合計１２名） 

▲司会     皆様、たいへんお待たせいたしました。 
ただいまから平成24年度第１回伊賀市少子化対策推進委員会を開会

いたします。 
 私、本日の司会を務めさせていただきます、こども家庭課の秋永で

ございます。よろしくお願いいたします。 
 本会議は、「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）の

進捗状況について」を、委員の皆様にご協議いただくことを議事とし

て、本年度第１回目の委員会を予定いたしております。 
 この委員会は、伊賀市情報公開条例第３５条に基づき、会議の公開

を行いますことと、審議会等会議の公開に関する要項第６条に基づく

議事概要作成のため、録音をさせていただきますのでご了承賜りたい

と存じます。 
本来ですと増田健康福祉部長がごあいさつを申し上げるのが本位で

ございますが、所用のため欠席ですので省略させていただきます。 
本日の会議ですが、全委員１５名のうち、１２名の委員の皆様がご

出席をいただき、半数を超えておりますので、会議は成立しておりま

すことをご報告申し上げます。 
それでは、委員のみなさまをご紹介させていただきます。 
お手元の資料１伊賀市少子化対策推進委員会条例の３頁、委員名簿

をご覧ください。 
第 1 号委員といたしまして住民自治協議会から嶋澤正彦様、同じく

第 1 号委員といたしまして住民自治協議会から八尾光祐様、第 2 号委

員関係団体の代表として伊賀市民生児童委員連合会から平井つゆ子様、

本日欠席でございます。もう１名伊賀市民生児童委員連合会から高島

郁子様でございます。続きまして、伊賀市社会福祉協議会から福田有

美様でございます。伊賀市ＰＴＡ連合会から海津裕美様でございます。

西柘植保育園保護者会から中西浩司様でございます。ゆめが丘保育所

保護者会の尾野田麻衣様は本日欠席でございます。続きまして伊賀市

校長会から前澤昭彦様でございます。伊賀市保育所(園)連絡協議会の竹

内佐千子様は本日は欠席でございます。続きまして上野商工会議所の

窪田朱子様でございます。伊賀市商工会の山尾智恵子様でございます。

続きまして、市民から公募したものとしまして第 3 号委員として松尾

正文様でございます。同じく公募委員の中島瑩子様でございます。第 4
号委員のその他市長が必要と認めるものとして三重大学名誉教授の中
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西智子様でございます。以上が委員のみなさまでございます。 
続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。事務担当として、

管理係の濵村でございます。同じく中森でございます。同じく松森で

ございます。今後もこの伊賀市少子化対策推進委員会条例に基づきま

して事務局がんばっていきますので、よろしくお願い申し上げます。 
それでは続きまして事項書３の委員長、副委員長の選任となってい

ます。今回新しい任期になって第 1 回の委員会になりますので、本会

条例第 5 条の規定に基づき、委員長、副委員長の選出をお願いしたい

と存じます。いかがいたしましょうか。 
（事務局一任の声） 
事務局の案といたしまして、前回まで本委員会の委員長をおつとめ

いただきました中西様に委員長を、また副委員長にも引き続き八尾様

にお願いできればと思いますが、いかがでしょう。（拍手） 
 それでは、委員長にご就任いただきました中西様からご挨拶を頂戴

いたしたいと思います。 
（委員長あいさつ） 

 それでは、条例第 6 条の規定により委員会の会議は委員長が議長と

なる。となっておりますので、中西委員長に議事の進行をお願いした

いと存じます。 
 なお、議事に入ります前に、本日の資料の確認をお願いしたいと思

います。 
 本日の資料は、事項書と資料１「伊賀市少子化対策推進委員会条例」

のほかに資料２「次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画） 平

成 23 年度事業進捗状況調書」また、参考資料といたしまして資料３か

ら資料１１まででございます。 
 なお、資料に不足がございますれば、事務局へお申し出ください。 
それでは、中西様よろしくお願いいたします。 
 

 
■委員長     よろしくお願いします。 
        それでは、会議に入ります。 
        ４つの項目があり、項目ごとに説明をお願いします。 
         事項書の(1) 「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画

の進捗状況について」「Ⅰ地域における子育て支援の充実」を議題とし

ます。 
         事務局から説明してください。  
 

※事務局     （１）「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）の進

捗状況について」ご説明申し上げます。 
この次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）は、子どもを生

み育てやすい環境づくりと子どもの健全育成を目指し、平成２２年度

から平成２６年度の５年間に行政が地域や企業と連携して、子育て家

庭を支援していく取り組み事業について定めております。 
委員の皆様には、事業の進捗状況につきまして、毎年、検証、評価
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としてご意見をいただきながら、施策を進めてまいりますのでよろし

くお願いします。 
それでは、一つ目の基本課題であります「Ⅰ地域における子育て支

援の充実」についてご説明申し上げます。資料２「平成２３年度事業

実績調書」をご覧ください。 
１頁の病後児保育事業では、年間１３１名の利用となりました。し

かし、看護師の確保が非常に難しい状況にあります。 
乳幼児家庭全戸訪問事業の充実では、こんにちは赤ちゃん事業とし

て、訪問率が９４％となっております。 
２頁ですが、１回の訪問で終るのでなく継続して実施をしておりま

す。 
ファミリーサポートセンターでは、会員数が３３０人となり年間    

１，１１７件の利用となりました。 
地域子育て支援センターの整備では、通常の子育て支援センターと

合わせ各地域にあるセンターを包括する子育て包括支援センターを

整備いたしました。このハイトピア伊賀４階で事業を開始しておりま

す。参考に資料３をご覧ください。この会議終了後に施設の見学を予

定しております。 
３頁の放課後児童クラブの整備では、待機児童の解決策として設置

された「オーロラ」及び、老朽化が進んでいた「レインボーうえの」

を統合し、元ふたば幼稚園の跡地へ定員数を７０名とする放課後児童

クラブ「ふたば」を設置しました。参考に資料４をご覧ください。 
子ども手当については、９月までと１０月以降で支給額が変更とな

りましたが６，７１９人に支給をしました。 
４頁の乳幼児インフルエンザ予防接種費用では、２，５９３人に助

成をしています。 
５頁からの保育所（園）・幼稚園の状況では、４月１日現在の入所

児童数は、保育所（園）３６園で２，７５０人、幼稚園１箇所で１８

４人となっております。保育所（園）の３歳未満児の入所は８９４人

となっており増加しています。 
なお、待機児童は３２人となっております。これは、例年と比べて

入所希望が１５０人程増加し、保育士等の確保ができなかったため、

伊賀市全体で１００人余り入所できない状況となりました。この入所

できない児童の保護者は求職中で、現在職についていないか、仕事を

していても自宅において保育が可能な状況です。また、これらの保護

者が就労し保育に欠ける状況となった場合には、随時相談に応じ入所

できるように対応しています。 
６頁では、特別保育の実績となっております。延長保育は登録者数    

４２６人、公立、私立を合わせて延７，２６３人の利用となっており

増加しました。 
幼稚園の預かり保育は、１，３０８人の利用となっており増加しま

した。その他、休日保育、低年齢児保育の実績となっております。 
７頁では、障害児保育、家庭支援推進保育、夜間保育、一時預かり

事業の実績となっています。 
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８頁では、相談事業などの子育て支援事業の実績となっています。 
９頁、１０頁は、保育の質の向上として、研修事業や家庭への支援

事業の実績、地域との交流事業の実績となっています。 
１１頁では、外国人の子どもと保護者に対する支援の実績となって

います。 
１２頁、１３頁は保育所（園）、幼稚園と小学校との連携・交流に

関する実績となっています。 
１４頁の、保育所（園）の再編整備では、当初は、中規模園をめざ

した再編でありましたが、現行の入所児童数を集約し、人数が１０人

を切っている保育所（園）の統廃合を進めています。 
こども園の関係につきましては、国の方向や、近隣市町の状況を見

て実施していきたいと考えていますが、実施以前に多くの課題を聞い

ていますので十分な調査を行ってからの実施にしていきたいと考え

ています。 
１５頁の再編整備説明会では、大山田東保育園、まるばしら保育所、

諏訪保育所で地域や保護者に対して行いました。２４年度でこの３保

育所（園）については結果を出したいと考えていますので、今後も協

議を続けていく予定で進めています。 
施設の耐震化については、依那古第２保育所、島ヶ原保育所遊戯室

の耐震補強工事を実施しました。２４年度にはしろなみ保育所、壬生

野保育所の耐震調査を実施する予定です。 
施設の補修、改修につきましては依那古第２保育所、比自岐保育所

の厨房に冷暖房設備を設置するなど施設の整備を行いました。 
１６頁の子育てに関する意識啓発では、子育て育成支援事業イベン

ト「広げよう子そだてのわ」を３月２４日にハイトピア伊賀で実施い

たしました。参考に資料５をご覧ください。また、資料６はその際に

作成しましたパンフレットとなっています。 
１７頁から２０頁には、子育て支援サークル活動や公民館活動、ス

ポーツ活動、子ども会活動、民生委員活動への支援や連携の取り組み

の実績となっています。 
２１頁から２４頁のひとり親家庭等自立促進計画では、２１頁では、

保育所（園）や放課後児童クラブの優先入所などの支援の実績となっ

ております。保育所（園）の母子世帯児童数は２２４人と増加してい

ます 
２２頁は生活支援事業の実績ですが、母子家庭及び寡婦の自立と児

童の福祉を増進するためチラシを作成し、周知を図りました。参考に

資料７をご覧ください。 
２３頁は児童扶養手当の支給として７４４件、医療費助成は１，８

２５人の登録者に対し、記載の助成を行っています。 
２５頁から２６頁には、児童虐待に関する取り組みの実績、２７頁

から２８頁には、障害児施策の取り組みの実績を記載しております。 
療育支援事業の推進や、経済的支援として特別児童扶養手当支給と

して１７８件や障がい者医療費の助成をしています。 
２８頁では、子ども発達支援センター事業として２，０９８件の相
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談など支援を行っており、また、障害者相談支援センター事業として

７，０３３件の相談を実施しています。 
以上が、基本課題１「地域における子育て支援」につきましての説

明とさせていただきますので、ご審議賜り、ご意見、ご質問等よろし

くお願い申し上げます。 
 
◎委員      平成２４年度の高等技能訓練促進費はどうですか。 
 
※事務局     高等技能訓練促進費は、平成２３年度は月額１４万１千円のところ

平成２４年度は月額１０万円と変更となりました。 
 
◎委員      減額の理由は何ですか。 
 
※事務局     国の補助金が減らされたためです。 
 
◎委員      伊賀市の子ども、特に新生児の数の変動はどうですか。 
 
健康推進課    出生時の受付、妊娠の届出件数は年々減ってきて７００件を切るぐ

らいになっていましたが、昨年は８４０件でした。変動があり読みに

くい状況です。 
 
◎委員      次代の社会を担う子どもの生まれ、かつ育成されという中で、この

「生まれ」という部分はどうなっていますか。 
 
※事務局     婚活は商工会議所で実施しています。今年度は市も参加していく予

定です。 
 
◎委員      公立の保育所（園）と私立の保育所（園）の受入時間はどうなって

いますか。公立保育所（園）は４時までと聞いています。 
 
※事務局     基本的には６時までが公立の保育所（園）、私立の保育所（園）と

も受け入れ時間になっています。 
 
◎委員      徹底されていないのですか。 
 
※事務局     徹底していると思っていますが、そのような園があれば連絡くださ

い。 
ただ、いつもは４時半に迎えに来ている家庭でお迎えが遅くなる場

合は、お便り手帳へ書いてくれるように頼んでいます。なお、６時を

超えると延長保育ということで１時間あたりの延長保育料金をもら

っています。基本的には、６時までは、お迎えを待っているというこ

とで統一しています。再度所長会で徹底します。 
 
◎委員      保育士の募集について、魅力ある待遇にしないと絶対に人は集まり

ません。人件費削減、財政の厳しいのは分かるけれども、子どもに関
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しては、伊賀市の未来、日本の将来がかかっている問題であるので投

資を惜しまないようにしてください。 
 
■委員長     ご意見、ご質問ありましたらどうぞ。なければ次に進みます。  

次に「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）の事業

の進捗状況について」Ⅱ親子の健康確保と増進」を議題とします。 
事務局から説明してください。 

 

※事務局     次に、基本課題Ⅱ「親子の健康確保増進」について、説明申し上げ

ます。２９頁をご覧ください。 

妊娠・出産の安全確保として、妊婦健康診査の受診率の向上で９

３％の実績となっていますが、要指導妊産婦に対する訪問指導１９件

や保健指導によりフォロー体制の充実を行っています。 

３０頁の乳幼児健康診査では、満４か月児で５２２人が受診し、受

診率が９９％、満１０ヶ月児で５０７人が受診し、受診率が９６％の

実績となっています。３１頁ですが、満１歳６ヶ月から２歳未満児で

は受診率が９５％、３歳６か月から４歳未満児では受診率が９１％と

なっています。また、３歳でう歯のない子の率は７６％となっていま

す。 

３２頁ですが、母子手帳交付時の相談として、７８６件など乳幼児

相談の実施によりフォロー体制の充実を行っています。 

３３頁から３４頁では、不妊治療に対する補助や家庭における事故

防止の啓発についての実績となっています。 

食育の推進として、３５頁では、母子健康手帳交付時の食事指導や   

離乳食教室を８回開催し、１２２人に参加いただいています。 

３６頁から３７頁では、保育所（園）や小中学校での活動実績とな

っています。 

３８頁から３９頁では、思春期の保健対策として、いのちの育み教

室の開催や小中学校の取り組み実績となっています。 

４０頁からの小児医療の充実では、伊賀市応急診療所の充実として、

受診者数が３，８２０人、うち二次救急搬送者数は１２５人となって

います。 

また、入院を必要とする二次救急については、岡波総合病院で年間

を通じた診療体制を確保しています。 

医療に関する情報提供では、救急相談ダイヤル２４事業を平成２２

年７月に導入しておりまして５，６３３件の相談を受けております。

うち乳児から中学生までは２，０５５件となっています。 

最後に、４１頁ですが、小児医療に関するパンフレットの配布実績

や乳幼児医療費の助成実績となっています。乳幼児医療費の助成につ

きましては、平成２４年９月から対象者が拡大され「満１２歳に達す

る日以降の３月３１日まで」となり、名称も「子ども医療費」と変更

になります。新たに４，４００人程度が対象になる見込みです。 

以上が、基本課題Ⅱ「親子の健康確保増進」につきましての説明と

させていただきますので、ご審議賜り、ご意見、ご質問等よろしくお

願い申し上げます。 
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■委員長     何かご質問ありましたらいかがでしょうか。 
 
◎委員      命のはぐくみ教室の開催状況・開催支援はどうなっていますか。 
 
健康推進課    命のはぐくみ教室の開催については、平成 16 年に旧市町村合併し

て伊賀市になりましたが、各地区保健センターで取り組みについてば

らつきがあります。地区保健センター同士で定期的に会議を持って統

一した方法で事業を実施していきたいと考えています。 
 
■委員長     ご意見、ご質問ありましたらどうぞ。なければ次に進みます。 

 

※事務局     次に、基本課題Ⅲ「教育環境の充実」について、説明申し上げます。 

４２頁をご覧ください。 

次代の親の育成としまして、中学生の訪問、交流活動や中学生の職

場体験学習の実績となっています。 

４３頁は小中学校のキャリア教育についての取り組み実績となっ

ています。４４頁ですが、一人ひとりの能力を伸ばす教育の推進とし

て、少人数加配教員を活用した取り組みや特色ある学校教育推進事業

の実績となっています。 

４５頁には、ＡＬＴの派遣として、小学校２５校にＡＬＴ２人、     

中学校１１校にＡＬＴ４人を派遣しています。 

４６頁では、全小中学校へ電子黒板や大型テレビを配置しています。

また、全小中学校で到達度診断調査を実施しています。 

４７頁から４８頁には、豊かな心と健康な体の育成として、人権同

和教育の取り組みや福祉教育の取り組み、環境学習やスポーツ活動の

取り組み実績となっています。 

４９頁から５０頁では、学校保健活動などの取り組み実績となって

います。 

５１頁から５４頁では、一人ひとりの子どもに対するケアの充実と

して、 

伊賀市教育研究センターふれあい教室の活動実績や外国人の子ど

もに対する支援実績となっています。 

５５頁は、特別支援教育の実績となっています 

５６頁では、学校施設の充実と安全確保として上野南中学校が整備

され４月開校となっています。その他、上野北部地区小学校区実施計

画検討協議会と阿山地区小学校再編検討協議会の開催実績となって

います。 

５７頁から５８頁では、上野南中学校、上野西部地区小学校区、上

野北部地区小学校区において、検討協議会や説明会を開催しています。 

また、緑ヶ丘中学校、新居小学校、神戸小学校、大山田中学校では

耐震化工事が完了しています。 

５９頁から６０頁では、学校と地域との連携として、学校評議員の

設置、マニフェストの作成、ゲストティーチャー事業、高齢者福祉施

設訪問などの実績となっています。 
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６１頁では、家庭や地域の教育力の向上として、輝けいがっ子憲章

フォトコンテストをしています。また、早ね早起き朝ごはん運動の推

進ということで、３体のキャンペーンキャラクターの着ぐるみを作成

し各イベントにおいて啓発を行いました。参考に資料８をご覧くださ

い。この着ぐるみについては、貸し出しも行っております。 

６２頁には、男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが」の開催

と情報誌「きらきら」の発行、父親の料理教室などの実績となってい

ます。 

６３頁には、生涯学習課、いがまち公民館、あやま公民館、大山田

公民館、青山公民館の実績です。 

６４頁の健康や子育てに関するお便りの配布につきましては、参考

として資料９に保育所だより、保健だより、給食だよりを用意しまし

たので、ご覧ください。 

６５頁には上野公民館での各種教室、講座、イベントの実績や情報

提供の実績となっています。 

６５頁から６９頁までの５頁にわたっては、地域子育て支援センタ

ー、保育所（園）、幼稚園などの取り組み実績となっています。 

７０頁から７１頁では、子どもを取り巻く有害環境対策として、青

少年センターの活動、有害図書のパトロール、学校での携帯電話やイ

ンターネットの利用に対する取り組み実績となっています。 

７２頁には、児童の健全育成、子どもの居場所づくりとして、しろ

なみ児童館の教室や交流事業の実績となっています。 

７３頁から７８頁までの６頁にわたっては、まえがわ児童館、老川

児童館での教室の開催や交流事業の実績となっています。 

７９頁から８０頁には、図書館やいがまち公民館、島ヶ原公民館、

あやま公民館、大山田公民館、青山公民館の絵本の読み聞かせの実績

となっています。 

８０頁の最後から８２頁までは、公園の維持、管理の実績や体育

館・グランドのスポーツ活動への開放実績となっています。 

８３頁から８８頁までの６頁にわたっては、子どもの活動支援とし

て、市内の６つの公民館の文化活動への支援実績とスポーツ少年団活

動への支援実績となっています。 

以上が、基本課題Ⅲ「教育環境の充実」につきましての説明とさせ

ていただきますので、ご審議賜り、ご意見、ご質問等よろしくお願い

申し上げます。 

 

◎委員      53 ページの伝統芸能の和太鼓は、何歳くらいから参加できますか。 
 
生涯学習課    和太鼓については、いがまち、青山で実施しています。保育園年長

児から中学生ぐらいまでの子どもに幅広く参加いただいて練習をし

ている状況です。また、伊賀市にはだんじりの祭りがあります。今ま

では町ごとの対応でしたが、少子化で子どもが少なくなってきている

ので町を少し広くして子ども達を迎え入れるようになっています。 
 
◎委員      放課後こども教室と児童クラブと及び図書館についてお伺いしま
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す。 
 
生涯学習課    放課後子どもプランでは、放課後子ども教室と放課後児童クラブの

２つがあります。放課後子ども教室は５つの教室があります。青山小

学校区で２つ、新居小学校区で１つ、いがまちで２つです。本年度か

ら西柘植の教室が動いております。概ね１０名程度から２５名程度の

子どもが参加しています。放課後子ども教室は、地域の方々のご協力、

ご理解で推進しています。西柘植の子ども教室に関しては地域の自治

協議会の協力で子ども達が安全に放課後を過ごしています。 
図書館は、上野図書館中心に公民館図書室があります。今後の充実

については、図書の電子化を行い、市内どこからでも本の閲覧ができ

るというシステムを構築中です。25 年度に概ねこのシステムが出来

上がる予定です。また、本の宅配ということで、本の貸し借りが地域

の公民館からできるようなシステムを考えていますので、25 年の電

子化とともに方向性を出すよう検討しています。また、それに伴う子

ども達の読書の推進ですが、各公民館図書室で、読み聞かせボランテ

ィアの学校への派遣、読み聞かせ会の実施をしています。読み聞かせ

ボランティアの学習会は年に数回行われています。 
 
※事務局     放課後児童クラブは伊賀市内で１４設置しています。この内、キッ

ズうえの、風の丘、第２風の丘については土曜の利用が可能です。利

用時間については、ポップコーンは下校時間から６時３０分まで、他

については下校時間から６時までの利用となっています。 
  
◎委員      少人数指導の実施、複式学級を抱える学校の暫定統合に向けた統合

の推進について、複式学級を抱える学校の状況を認識してほしい。 
 
学校教育課    複式学級がある学校では現在、非常勤講師が付くのは２年生と３年

生が複式学級をとっている場合です。２年生には生活科が有りますが

３年生になると、理科と社会に分かれます。その配慮ということで非

常勤講師が２、３年生の複式をとる場合のみ非常勤講師が付きます。

２、３年生または、３、４年生で複式が組めれば付けられません。２、

３年生の複式を組むしかないというその限定だけになります。 
学校の状況はよくわかりますので何とか違う方法はないかと考え

ています。例えば少人数の少ない学校であっても、外国籍の子ども達

が在籍しておりますと国際化対応という加配もあります。５人くらい

以降在籍していますと、非常勤講師を要望して付いている例もありま

す。学校によっていろいろな状況がありますので、しっかりと把握し

ながら県へ要望させていただいているという状況です。 
 
◎委員      ４３ページにキャリア教育という言葉が出てきますけれどもこれ

は何でしょうか。 
 
学校教育課     その子ども達が経験とかするというキャリアではなく、将来の人

生設計、そしてどんなふうに生きていくかという社会的、職業的、
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自立を目指すもので、小学校から中学校の９年間を通じて子ども達

の社会的自立に向けて育てていく、支援していくというものです。 
 
◎委員       ４５ページＡＬＴは外国人教師のことだと思いますが何の略で

すか。 
 
学校教育課     外国語の指導の助手ということでアシスタントをしていただく

外国から招いた先生です。 
 
◎委員       学力テストで三重県は下から数えたほうが早い。なかでも伊賀市

はまた下から数えたほうが早いと聞いていますが事実はどうです

か。 
 
学校教育課     全国学力状況調査というのは全国平均を１００とすると、昨年、

一昨年までは１００を切った状況で伊賀市として大きな課題でし

た。昨年いろいろな結果をもとにしながら、授業改善を行い、学習

状況調査で子ども達の生活状況や家庭の学習の状況を踏まえて分

析しながら、どういった取り組みが子ども達の学力保障に繋がって

いるのかということで丁寧に取り組みを進めました。昨年の全国学

力状況調査では全国平均の１００を若干上回りました。ただ、数字

だけで一喜一憂できませんので、個々の子ども達の確かな力、それ

から昨年取り組んできたことをベースにしながら今年度も継続し

て取り組んでいきます。 
 
◎委員       一人ひとりの能力を伸ばす教育の推進、学力というものも能力の

大きな分野だと思うのでぜひとも力を入れてやっていただきたい。 
子ども達の居場所づくりのところで、公園の整備・維持管理の推進

は、市立の公園のことですか。 
 
建設部       都市計画課が所管している都市計画法上の公園で、その箇所数が

２７箇所ということです。 
 
◎委員       住民自治協議会の私的なものに対して都市計画課で援助するよ

うな話はありませんか。 
 
建設部       今の制度ではそこまで維持管理を行うという形になっていませ

ん。市役所が所管する公園の整備をするということです。意見は、

課題とさせていただいて、今後も財政当局と協議をし、補助などが

可能かどうかを含めて検討を続けます。 
 
◎委員       私が住んでいる地域に公園があまりありません。子どもの遊ぶ場

所がないです。小学校の運動場は開放してもらえるのでしょうか。 
 
学校教育課     学校によってルールがあると思いますが、基本的には学校へ行っ

て子ども達が運動場で遊ぶということはできると思います。ただ、
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その時間帯で、いったん下校してまた帰ってくるということになる

と遅くなりますので、そのときは制約もあると思います。子ども達

が自由に遊べる時間帯であれば学校へ来て運動場を使っていただ

くのは問題なくされていると思っています。 
 
■委員長      今の学校のグラウンドや体育館は開放されていますので、そのよ

うなところで子ども達は自由に遊んだり、地域の人たちと活動でき

るのではないかと思います。 
 
◎委員       地域に公園が有るといいですが、無いところは学校とか幼稚園な

どでしか遊べないです。市の大きな公園は充実していますが、小さ

な街角にあるような公園がないと思います。 
 
◎委員       地域の遊び場を考えるということは、地域で考えるようになって

いると思います。住民自治協議会の中で、子どもの福祉という問題

に取り組むという事で地域でお話し合いの場を持っていただいた

らよいと思います。それでだめな場合は行政と話をすればよい。そ

のようなシステムになっています。 

 

※事務局      最後に、基本課題Ⅳ「成長支援のための生活環境の整備」につい

て、ご説明申し上げます。 
８９頁から９０頁をご覧ください。 
子育てを支援する生活環境の整備として、現在３箇所ございます

若年層定住及び子育て支援住宅や市営住宅の維持管理の実績、道路

や歩道の整備実績や予定となっています。また、９１頁では、旧ふ

たば幼稚園跡地にふたば公園を整備した実績及び子育て支援施設

や市内の公園を紹介する情報発信の取り組みとなっています。 
９２頁には、子どもの安全確保として、通学路の安全に対する取

り組み、街頭指導や意識啓発についての取り組みとなっています。 
９３頁から９４頁には、学校と地域や関係機関と連携した防犯対

策に関する取り組みとなっています。 
９５頁では、防災ほっとメール「あんしん・防災ネット」により

情報発信を行っています。 
９６頁では、仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の実現

のための取り組みとして、ワークライフバランスセミナーを開催し、

１６杜、４６名の参加をいただいております。企業訪問を通じた情

報提供、企業内託児所の指導啓発を行っています。 
最後に、９７頁では、企業が策定する一般事業主行動計画の啓発、

中学生の職業観、勤労観の育成、インターンシップの受入啓発など

の取り組みとなっています。 
以上で、基本課題Ⅳ「成長支援のための生活環境の整備」につき

ましての説明とさせていただきますので、ご審議賜り、ご意見、ご

質問等よろしくお願い申し上げます。 
 
◎委員       特別支援の子ども達が小学校就学に向けて違和感のないような
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道筋がついているのでしょうか。 
 
※事務局      保育所だけでなく、こんにちは赤ちゃん訪問事業から始まってい

ます。伊賀市では、子育て発達支援センターがあります。支援セン

ターの職員は学校教員の OB、保育士、保健師と行政職で構成され

ておりますが、職員が一体となって各保育所や、こんにちは赤ちゃ

ん訪問事業で少し発達が緩やかと思われるご家庭と連携をとり、訪

問を行っています。そして訪問結果により、各保育園では保育士が

足りない中でも、支援がいる子どもには、保育士を加配してその子

の発育を見守っております。そして小学校へ繋ぐためにそれぞれの

学校の先生と、発達支援センターの保育士がケース会議を開いて小

学校へ繋ぐようにしています。 
 
◎委員       回数としてはどうですか。 
 
※事務局      各校、各子どもによって違います。 
 
◎委員       全体として就学して小学校に上がるときには１回は園や学校へ

訪問しているのですか。 
 
※事務局      １回だけではありません。小学校には校区あるのですが、保育所

は保育所区というものがありません。小学校に繋げるために小学校

の校区の保育所を選んで入園するように指導しています。 
 
◎委員       伊賀市では、病院のことが不安です。大きな総合病院が名張との

間にできるような計画はないのでしょうか。 
 
地域医療対策課   ２次救急は大変厳しい状況ですが、民間病院、上野総合市民病院

も含めて充実に向けて取り組んでいるところです。２次救急につい

ては、上野総合市民病院、岡波総合病院と名張市立病院の３病院が

連携するということで昨年９月に救急体制を整備して、救急の空白

日を作らないということで運営させていただいていますので、ご理

解をいただきたいと思います。また、３病院はそれぞれ診療の特色

があり、その病院に救急で運ばれても、患者さんの症状に応じて治

療できる病院へ搬送させていただいている状況です。 
新たな病院の計画については、計画としてはありません。現段階

では具体的になっていません。当面は現在の救急体制をもっと充実

させていくということで努力させていただいているのが現状です。 
 
◎委員       こども園や幼保一体化について進み具合等どのような方向で考

えているのですか。また、保育士の採用人数は決まっているのです

か。 
 
※事務局      こども園については国の方向や、近隣市町の状況を見てこの方向

で大丈夫ということを見極めてから実施したいと考えています。ま
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た、こども園は、幼稚園の空き教室を利用して保育を実施したらど

うかという発想から始まっています。伊賀市の場合、幼稚園は定員

以上に希望があり、幼稚園も定員一杯になっています。したがって、

こども園について国の方向性等が完全にみえない今はまだ考えて

いかなくてもいいのではないかと考えます。また、保育所も最近は

小学校へ繋ぐためにいろいろなことを教えて就学への準備させて

もらっていますのでご理解いただきたいと思います。 
保育士については、伊賀市には職員定数条例、職員適正化計画が

あります。本来ですと保育士も同じように適用されるのですが、人

数は退職者と同じ人数を採用しています。 
保育士が足りない理由は未満児に多くの保育士が必要だからで

す。待機児童が増えてきたというのは、未満児の希望が増えてきた

ことによります。これを解消するには保育士を増やせばいいのです

が、これがまたなかなか難しい問題があります。保育士を増やすに

しても、保育士の育成に時間が必要だからです。また、臨時職員に

ついては、常勤でお願いしていますが、扶養の範囲内で勤めたいと

いう人が多いです。そこで、１人の仕事を２人で分けてやってもら

う事になります。その方達に０、１、２歳児は対応してもらってい

ます。しかし、３、４、５歳児は、正職員の主任と臨時職員の副で

行っています。そして、支援のいる子ども、発達の緩やかな子ども

については、保育士を加配して付けています。  
そういうことから、求職希望、職業を探しているというだけのご

家庭には待機をしてもらっています。しかし、就職の面接に行く場

合には、一時預かりがありますので、子どもを預けて面接行っても

らいます。そして、実際に就職したら保育所で預からせてもらうこ

とになっています。 
一方で保育所の統廃合も考えています。園児数が１０名を切って

いる保育園があります。子どもというのは保育士だけで教えられる

のではなくて、子ども同士で発達するということがたくさんありま

す。保育士が教えられる範囲と、子ども同士で発達していく範囲が

あります。子ども同士で発達していくためには何人かのグループに

ならないとできません。一人では発達などできません。その発達が

１０人を切った保育所でできるのかどうかということを説明会で

お話して統合を進めています。 
 
■委員長      市役所の大変貴重な事例をお話しいただいたと思います。私の世

代が考えるような子育てのイメージと２０歳になるかならないか

の若いお母さんたちの子育てのイメージはぜんぜん違うと思いま

す。そこのバランスをとってもらうのが保育園の先生であり、幼稚

園の先生であり小学校に行ったときの小学校の先生です。 
子ども達は子ども同士の遊びの中で、先生が言ったことが「こう

なのか」と納得できるのです。先生や地域の人が言ったことは、子

どもはすぐには納得できないのです。子どもがグループで第三者と

いっしょに遊ぶ中で、これなのかと分かるのです。 
私は昭和２２年生まれで、団塊の世代です。何かあったら地域の
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人にビシッと言われました。今はそんなこと言ったら親が「うちの

子のことはほっといて」と言われるのですが、それを言われても言

うのが地域の人の使命と思うのです。そういう意味で言うと子ども

の“わ”を広げるためには地域の大人の“わ”を広げなければなら

なりません。幸いに地域の“わ”、大人の“わ”というのはそれぞ

れの生活をされた経験、職歴、生活歴そのようなものを含めた中で

子どもを育てようというこういう意味だと思います。それがいがっ

子応援プランに繋がっていくのではないかと思っています。今ここ

にはいろいろな立場の方たちが出席して、皆さんが思うことを発言

してくれます。これを事務局がまとめて伊賀市としての独自のいが

っ子応援プランになっていくと思います。友人が、「人間が生活す

るうえで今はどこからでも世界中の情報が入る。何がないかという

と、生身の人間と接する機会である。人口が多くても声を掛け合う

関係がなければ教育にならない。学校の先生、保育所の先生、幼稚

園の先生でもなく地域の人がいかに地域の子どもに声を掛けるか

ということが大事である。」と話していました。これは、聞いてい

ただいて納得していただけるのではないかと思います。そういう意

味では、伊賀の子どもは恵まれていると思います。 
ご意見があればどうぞ。 

 
◎委員       次回から増田部長に出席してほしいと思います。ぜひ伝えてくだ

さい。 
 
■委員長      他にご意見ありませんか、よろしいですか、それでは事務局お願

いします。 
 
※事務局      本日はご貴重なご意見をたくさん頂戴しましてありがとうござ

いました。部長に伝えさせていただきますのでよろしくお願いいた

します。 
これに懲りませず、また次の委員会開催させていただきますので、

どうぞ皆さんよろしくお願いします。本日はどうもありがとうござ

いました。 
お時間の許す皆さんは施設を案内させていただきますのでどう

ぞ回っていただきたいと思います。       


