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平成 26年度 第４回伊賀市少子化対策推進委員会議事概要 

 

会議名 ：第４回伊賀市少子化対策推進委員会 

開催日 ：平成 26年 10月 28日（火） 19:00～21:00 

開催場所：ハイトピア伊賀 ４階多目的室 

 

出席委員：八尾委員、松井委員、高瀬委員、川島委員、東委員、宮本委員、菊地委員、 

安岡委員、佐治委員、中森委員、久保委員、長曽委員、中島委員、 

須永委員（合計 14名） 

傍聴 ：０名 

 

１ 開会 

▲司会  皆様、こんにちは。ご案内をさせていただきました定刻時間になりました

ので、ただいまから平成 26年度第４回伊賀市少子化対策推進委員会を開催さ

せていただきます。本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうござ

います。私、司会進行をさせていただきます、こども家庭課の清水でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  この委員会は、伊賀市情報公開条例第 35条に基づきまして、会議を公開さ

せていただきます。審議会等会議の公開に関する要綱第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解いただきたいと思います。 

  本日の会議ですが、委員数 18 名のうち、遅れている委員を除き 13 名の委

員の皆様がご出席をしていただいており、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。 

  議事に入る前に、配付資料を確認させていただきます。事項書、第３回の

会議で意見を受けた差し替え資料、第３回の会議録の３種類になります。 

 

２ 委員長あいさつ 

■議長  開始時刻が遅くなりすみません。事項書に沿って議事を進めていきたいと

思います。 

 

３ 議題 

 

（１）「（仮称）伊賀市子ども・子育て支援事業計画（中間案）」について 

※事務局 （資料に基づいて、第３章までの差し替え箇所の説明） 
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委員  前回の意見が反映してもらってあり、ありがたく思います。現場の先生の

とまどいが早く解消されればと思います。 

 

■議長  他にご意見がなければ、引き続いて第４章に移らせていただきます。 

 

※事務局 （資料に基づいて、第４章（73ページまで）の説明） 

 

■議長  ５か年の中で量の確保の見込みについては、ある程度確保される予測とな

っています。病児・病後児についても平成 31年度には何とか確保される見込

みとなっています。 

 

委員  計画の内容的には理解させていただけるのですが、やはり保育士の確保が

困難だろうと感じます。保育士が確保できなければ、いくら計画を立てても

実現できません。そこをしっかりと考えていかなければいけないと思います。 

  あと、これは教えていただきたいのですが、伊賀市外に住んでいて伊賀市

で働いているお母さんが、伊賀市の保育所に子どもを預けているのですが、

その場合の延長保育はしていただけるのでしょうか。 

 

※事務局  そのようなケースについては、広域入所として受け入れているわけですが、

その方の延長保育ニーズについては聞いてはおりません。延長保育について

は伊賀市に住所のある方としておりますので、難しいかもしれません。 

 

※事務局  公立保育所のみならず、私立保育所についても保育士の確保には苦労して

おり、これは三重県および全国的にそのような傾向となっています。伊賀市

における保育士の正規職員率は 46％ほどとなっており、残りは臨時職員とな

っています。三重県では正規職員率は 40％ほどです。当然、これに満足はし

てはおりません。市町村合併した際に、10 年をめどに職員数を適正に持って

いく計画を立てましたが、保育士については計画の対象から除いています。

現状では、退職した保育士数については補充していますが、それ以上は認め

ていない状況となっています。どこの市町も保育士の確保は苦労しており、

不足分は臨時で対応しているところです。今後、小学校の再編計画が進めら

れていく中で、保育所についても小学校の動きと合わせて廃園・閉園してい

くものも出てくると考えられます。待機児童の解消のためにも保育士の確保

は最大の課題であると認識しています。 

 

■議長  保育士の資格を持っている人がいないわけではありません。ただ一度保育
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士をやめた人にもう一度出てきてもらうのが難しい現状があります。看護師

不足の際にはナースバンクなどを整備して対応したケースもありますので、

保育士についても制度的に不足を補えるシステムを作ることも必要かと思い

ます。保育士を確保していけないと対応していけないでしょう。 

  認定こども園が進んでいく際に、幼稚園教諭の資格しか持っていない人も

なかにはみえます。臨時措置だと４、５つの項目を履修することで資格を取

れると思いますので、そういった人たちが保育士の資格を取れるよう市が応

援してあげられるとよいように思います。 

  また、保育士も問題ですが、放課後児童クラブの指導員の確保も大きな問

題となっています。他の地域でも課題となっている話しを聞きます。 

 

委員  放課後児童クラブの指導員の確保について、数の確保と合わせて質の充実

も進めていただきたい。パートの指導員ばかりでなく、正規職員も必要では

ないでしょうか。核となる正規職員がいてもらうとパートの人たちも動きや

すいのではないでしょうか。施設整備とともに、職員の確保をお願いしたい。 

 

委員  放課後児童クラブと放課後子ども教室について、市内 25校区のなかで合わ

せて 21 か所設置されており、今後３か所増設されるということでしょうか。

そうなると１か所は残っているのでしょうか。 

  また、ファミリー・サポート・センターの会員数の伸びを見込んではいな

いのでしょうか。 

 

※事務局  １校区内に複数箇所あるところや、放課後児童クラブと放課後子ども教室

が重なっている所もあるので、ご指摘のような状況ではありません。放課後

児童クラブについては全校区での設置を目標とはしていますが、新たに設置

しなければいけない数は、学校の統廃合との兼ね合いもあるので一概にはい

えない状況です。ただ、あと３、４校だけということではありません。 

 

委員  平成 27年度から平成 30年度にかけて、定員が毎年 30～40人増えているの

は、１、２か所ずつ増設していくということなのでしょうか。 

 

※事務局  ここでは、あくまで見込みとして挙げており、小学校の統廃合の動向など

をみながら進めていくことになります。ただし、平成 31年度には全校区での

設置をめざしていきます。 

 

委員  増加定員数が 750－650 の 100 人なのに対し、増加校区数が 10 か所程だと
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すると、１か所あたりの定員は 10 人前後になるということなのでしょうか。

それで全部の校区がカバーできるのでしょうか。 

 

※事務局  放課後児童クラブの設置数は、小学校の校区再編に左右されることになり

ます。校区再編が決まったところから検討に移っていき、保護者のニーズ調

査もしながら設置の有無や定員について決めていきます。当面はニーズのあ

るところから取りかかっていくことになります。現状では定員は 575 人であ

り、来年度から３か所増設し定員が 650 人になります。ですので、今年度か

ら数えると 175人の定員増加となります。１か所あたり最低 20人程度を考え

ており、８～９か所程度になるものと見込んでいます。将来的には、設置箇

所数および定員数について合致させていきます。 

 

委員  全校区のうち何か所かには設置されないのでしょうか。他の校区へ行くと

いうこともあるのでしょうか。その際の安全面の確保はどうなのでしょうか。 

 

※事務局  今年度においては 14校区に放課後児童クラブがないという状況ですが、来

年度にも小学校の統廃合はありますし、今後も見込まれています。今の 25校

区のままということにはならないと思われます。当面の間においては、放課

後児童クラブのない校区のお子さんは他校区へ行っていただくことになりま

すが、校区再編が決まってくれば、全校区へ放課後児童クラブを設置してい

くことをめざしていますので、他校区へ行かなくてすむようになるものと考

えています。 

 

※事務局  ファミリー・サポート・センターについて、援助会員は講習を受けていた

だいて登録してもらう形になりますが、年々増えていってはいます。援助会

員あっての制度ですので、援助会員が増えていくしくみを作っていきたいと

考えています。 

 

委員  援助会員の数や依頼件数が増えていくことは量の見込みに反映しなくて良

いのでしょうか。 

 

※事務局  資料 25ページに過去５年間の実績を掲載していますが、急に増えるという

ことにはならないと思われます。啓発していきながら増やしていきたいと考

えています。 

 

委員  学童保育と放課後子ども教室はどう違うのでしょうか。私の家内が行かせ
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ていただいているのは学童保育でしょうか。昔の託児所みたいにお子さんを

お預かりしています。 

 

※事務局  放課後児童クラブが学童保育にあたり、厚生労働省の管轄になります。対

象は保育に欠けるお子さんです。一方、放課後子ども教室は文部科学省の管

轄になり、放課後における学習の場等を提供します。対象の限定はありませ

ん。 

 

委員  ファミリー・サポート・センターについて徐々に増えていくのはわかりま

すが、68ページの病児・病後児分のファミリー・サポート・センター分は年々

増加しているのに対し、他のファミリー・サポート・センターの見込みは増

加していないのはなぜでしょうか。それらも合わせてご検討いただきたいと

思います。 

 

※事務局  量の見込みはアンケート結果から導き出されるものであり、一方、確保の

方策はキャパシティーであって、伊賀市としてどれだけ確保できるかを示す

ものです。平成 27年度において確保できる状況であればその状況を維持して

いくとしており、平成 27年度に達していないものについては努力して確保し

ていこうとしています。68 ページの病児・病後児については、キャパシティ

ーが達しておりませんので、ファミリー・サポート・センターに病児・病後

児対応をしてもらいながら増やしていくように設定しようと考えています。 

 

■議長  放課後児童クラブの設置の見込みには小学校の校区再編が大きく関わって

くるわけですが、そういった事情が計画の中にまったく出てこないので、ど

こかにその説明を入れておいた方がいいのではないでしょうか。 

  放課後児童クラブの場所については、子どもに負担がかからないよう学校

の近くに設置したり、定員の数に確保できるよう考えていくことが必要では

ないでしょうか。 

 

委員  子どもの数自体は減少していますが、核家族化の進展により放課後児童ク

ラブに入りたいお子さんの数は増えているように思います。また、今はおじ

いさん、おばあさんがみてくれているので大丈夫だけど、今後はみてもらえ

なくなることもあるのではないでしょうか。そのように子どもの数の減少と、

放課後児童クラブの利用希望の増加見込みの調整はできているのでしょうか。 

 

■議長  77 ページから放課後児童対策が出てきます。将来的には福祉部局と教育委
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員会が連携して取り組まれていく方針が示されています。子どもたちが安心

して生活できる環境を確保し、また適切な経験ができるようにしていってい

ただきたいと思います。 

 

※事務局 （資料に基づいて、74ページ）の説明） 

 

委員  保育所を管轄している福祉部局と、幼稚園を管轄している教育委員会につ

いて、子どもに関わる部署として統一していくようなことは考えられないの

でしょうか。 

 

※事務局  全国的にも教育委員会の事務を市長部局へもってきている流れがあります。

一元化に近い体制を取っている所もありますし、名張市では幼稚園を福祉部

局へ持ってきています。将来的にはそういったことも必要かなと検討してい

る最中です。 

 

■議長  国の省庁再編の際に、旧文部省と旧厚生省がいっしょになるかなと思って

いたら、全く違う組み合わせになってしまったのがそもそもの原因のように

も思います。他の国をみても、子どもに関することは一つの官庁が管轄して

いくことが多いです。市町レベルでの子ども部局の設置は率先して進めてい

くべきですし、進めていかないと子どもに関する取り組みがうまくいきませ

ん。 

 

※事務局 （資料に基づいて、75～77ページの説明） 

 

委員  放課後児童クラブについては全校区に設置することをめざしてもらってい

ますが、定員については地域の要望を受けてと説明いただきました。仮に地

域からの要望がないところについては、定員の決め方はどうやって考えてい

くのでしょうか。 

 

※事務局  事前に保護者へアンケートを実施し利用希望をお聞きした上で、学校規模

を考慮し、最低で 20 人、最大で 40 人をめどに作っていくことになるのかな

と考えています。 

 

委員  放課後児童クラブは、お母さんの就労の関係で市内のどこへ行ってもいい

のでしょうか。 
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※事務局  保育所は親が送迎するのでどこでもよいことになっていますが、放課後児

童クラブは小学校が終わった後にお子さんが自分で行くことになりますので、

通っている小学校の校区となります。 

 

委員  私の家内は上野西小地区の放課後児童クラブふたばで指導員をしています

が、ふたばでは安全面のためか学校が終わると先生が子どもたちを引率して

連れてきています。ふたばは皆さんご存じと思いますが、公園をフェンスで

区切って、片方は普通の公園、片方は放課後児童クラブとしています。とな

りの公園では友達が遊んでいるので、中にはいっしょになって遊ぶ子どもも

います。放課後児童クラブとして子どもを預かっているのですから、ちゃん

と分けて考えないといけないのではないでしょうか。 

  今後は市民センター化が進められるわけですが、地域が市民センターを指

定管理することになった場合でも、空いたところで保育はしていけるのでし

ょうか。一度、市役所内で検討してみてください。 

 

※事務局  地区市民センターの自治センター化および複合化ということかと思います

が、すぐにお答えはできないのですが、自治法の関係で空いている部屋があ

る前提ですが、検討させていただきたいと思います。 

 

■議長 （資料に基づいて、第５章の説明）（内容の確認） 

 

※事務局 （資料に基づいて、参考資料の説明） 

 

委員  47 ページで「療育センター機能を備えた支援体制を構築」と修正いただい

ていますが、具体的にはどのようなことでしょうか。 

 

※事務局  健康福祉部内の議論で、伊賀市における療育センター機能はまだまだ不十

分ということで、検討のプロジェクト会議で検討をしているところです。今

後充実が必要ということで明記させていただきました。 

 

（２）その他 

※事務局  今後は、12 月中にはパブリックコメントの手続きを進めさせていただき、

とりまとめた後、２月の初旬にもう一度皆さんにお集まりいただき、最終的

な確認をいただきたいと考えております。 

 

委員  検討の余地があるのであれば、１ページの３行目において、「合計特殊出生
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率は低い水準で推移しています。」の記述からすぐに子育ての内容に入ってい

きますが、この間に、例えば社会的な問題面など、もう少し少子化対策とし

て加えていただいて、その現状の中で子育て支援を進めていくとしていただ

ければと思います。 

 

※事務局  可能な範囲で検討させていただきます。 

 

■議長  人口が減っていく中で、子どもを取り巻く環境も変わってくるので、その

あたりも入れられればと思います。 

 

４ 閉会 

 

■議長  他になければこれで終わらせていただきます。 

 

▲司会  長時間にわたりご議論をいただきありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


