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平成 28年度第１回伊賀市少子化対策推進委員会議事概要 

 

会議名 ：平成 28年度第１回伊賀市少子化対策推進委員会 

開催日時：平成 28年７月 28日(木) 午後３時から 

開催場所：ハイトピア伊賀５階学習室２ 

出席委員：奥委員、高瀬委員、福永委員、中尾委員、小橋委員、東山委員 

     中森委員（遅参）、坂下委員、山森委員、谷本委員、西出委員 

神山委員、須永委員 

傍聴者 ：なし 

 

１ 開会 

 ただいまから、平成 28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。 

 本日、司会を務めさせていただきます、こども未来課の中岡でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

本会議は、「伊賀市子ども・子育て支援事業計画の事業進捗状況について」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回目の委員会を開

催させていただきました。 

はじめに、定足数の確認をしたいと思います。本日の会議ですが、全委員１

８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。 

また、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綱第６条に基づく議事概要（会

議記録）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。 

 

２ 資料の確認【中岡課長】 

続いて、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、事項書とその次に 

資料１   伊賀市少子化対策推進委員会条例 

資料２－１ 評価結果 

資料２－２ 伊賀市子ども・子育て支援事業計画【2015（平成 27）年度実績】 

【2016（平成 28）年度計画】事業進捗状況調書 

資料３   私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行について 

でございます。 

資料に不足がございましたら、事務局へお申し出ください。 

  なお、本年度から新しく委員を、ご依頼させていただきました方々には、お

手元の封筒に委嘱状をお入れさせていただいていますので、よろしくお願いし

ます。 

  次に、議事に入ります前に、稲森健康福祉部長から挨拶をいただきます。 
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３．あいさつ 

 

 稲森健康福祉部長挨拶 

 

ありがとうございました。 

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

ていますので、本日の議事進行は須永委員長にお願いしたいと存じます。 

須永委員長よろしくお願いします。 

 

４．議 題 

 

（１）伊賀市子ども・子育て支援事業計画の事業進捗状況（平成 27年度事業実績、

平成 28年度事業内容）について 

 

（事務局説明） 

 基本目標１ 地域における子育て支援の充実 

   

 委員長：５年間のスパンの中で１年ごとにということなので、当然、成し遂げ

られる部分と、そうでない部分があるが、質問はどうでしょうか。 

 

 委 員：８頁 40番のところで、訪問件数が減少した理由として、従来までのケ

ースが転出や保育所入所により減少したと記述されているが、これ以外に実

際に訪問して会えなかったケースとして、どれぐらいの件数があったのでし

ょうか。 

 

 健康推進課長：件数としては数件であるが、何回か電話連絡や訪問しても会え

なかったケースとして、住所を置きながら居住していないようなケースが見

受けられました。 

なお、訪問実施率としては、96％位になります。 

 

 委 員：訪問して会えなかったケースで、虐待という不安要素はあったのか。 

 

 健康推進課長：会えなかった中での虐待のケースは、ありませんでした。 

 

 委 員：わかりました。 

 

 委員長：よろしいでしょうか。他の委員の方で質問はどうでしょうか。 

 

 委員長：特に、リスクの高い子どもの家庭には、確実に訪問して、様子をしっ

かり見ないと危険度がより高くなるといえるでしょう。 
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  それ以外の部分で、ご意見は、いかがですか。 

  

 委 員：５頁 22番で、放課後児童クラブの利用希望が多くなってきているため、

新たに２ヶ所の校区で設置を協議しているという記述になっているが、指導

員等の人材の確保が難しかったら事業実施に至らなくなるので、今後は指導

員確保に向けて進んでもらいたい。 

なお、現在、指導員は充足しているのかをお尋ねしたい。 

 

 こども未来課長：放課後児童クラブは、１つの小学校区で 1つは設置するとい

う計画の下で進んでいる。現在は成和西と成和東小学校区の２箇所で開設し

ており、指導員は県の研修を受講して活動していただいている。 

  なお、指導員確保の件については、指定管理者制度のなかで、やり繰りして

いただいているので、足りていないことは、ないと考えます。 

 

 委員長：ＡＡという評価においても実質的にはどうだったのかという質問であ

ったと思います。 

  他にどうですか。 

  特に、一時保育や延長保育というのは、確かに事前に調査をして、およそこ

れぐらいであろうという数値をつかんだのですが、なかには、事情があって

利用を取りやめるといった不確定な部分もあってこういう結果になったと思

う。しかし、利用者が利用できる状況になっていれば、これは数値の確保が

できている状況といえます。 

 

 委員長：それでは他にないようですので、２番目の項目の説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 基本目標２ 安心して子どもを生み育てられる子育て支援の体制づくり 

 

委員長：この項目については、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

     それでは、３番目の項目の説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 基本目標３ 子どもの健全育成を推進するための体制づくり 

 

 委員長：ここまでの部分で、いかがでしょうか。 

 

 委 員：102、107、110 番の備考欄で子どもの数が減っていると記述してある

が、数が減ってきているのは、その時点で分かっていることなので、この表

現はおかしいと思うのが１つ。特に 107番で 27年度実績が 26年度実績と比

べ半減している。それを見ると子どもの数が減っているのが理由ではなくて
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例えば、その内容が悪かったというようなことではないのでしょうか。 

 

 事務局：107 番については、事業を委託している上野児童福祉会連合会に直接

聞いてはいないが、全事業に参加できなくても申し込みができるよう、参加

方法については検討しているということを事業実施課から聞いています。  

 

 委 員：他の地域で実施している事業と比べると上野公民館の事業だけが、子

どもの数が減っているので評価が低くなっているように思われる。 

  その要因となるのは何であるのかを見極める必要があるのでは。 

 

 事務局：数字だけを見ると、そのように思わざるを得ない。今後、各事業を所

管する庁内連絡会議で還流し、課題に反映するようにと考える。 

 

 委員長：備考欄に子どもの数が減っているという項目がいくつもあるが、この

ことを理由にすると先に進まないので、このことは置いておいて内容面や子

どもたちの実態に合っているのかどうかの見直しは必要かもしれない。生活

パターンや趣向が多様化し変わってきているのであれば、それに合わせるよ

うな形が必要であり、子どもの数云々ということは、ここでは議論になって

いかないと思います。 

  いずれにしても、子どもが積極的に参加できる体制づくりが重要である。 

 

 委員長：他に質問はよろしいでしょうか。 

  それでは、４番目の項目を説明願います。 

 

（事務局説明） 

 基本目標４ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 

 委 員：166 番の企業訪問したなかで、この啓発に対しての反応、感触はどう

だったのか。 

 

 こども未来課長：企業の方の声は直接聞いていないが、伊賀市の方向性として

は、本日、伊賀市が「働き方宣言」というのを発表しました。これは、男性

も女性も就労時間が延びてくるなかで、子育てしやすい環境を整える一環と

して、しっかりとワーク・ライフ・バランスを保っていくという趣旨の宣言

で、今後は企業の方にも啓発していく方針です。 

 

 委 員：わかりました。ところで、市職員さんが遅くまで残業をしていること

をよく耳にしますが、忙しいなかでも退庁時間を決めて市自らが率先してワ

ーク・ライフ・バランスを実施するのも 1つの方法ではないでしょうか。 

 健康福祉部長：合併後の人員削減のなかで、時期的な面もありますが合併直後
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と比べると早く帰るようになってきている。そういった中で現在は毎週水曜

日のノー残業デーの実施と土・日・祝日出勤の場合は振替休日を取得すると

いう体制を続けています。健康福祉部の立場では、庁内の会議の中でこうい

った意見をいただいたことを伝えていきたい。 

 

 委員長：よろしいでしょうか。 

  公務員の方たちの働き具合は、よくわかるのですが、むしろ民間に方に向け

た単なる啓発だけでなく積極的に推進していくような方策を考えないといけ

ない。例えば、保育士の問題でも全国的に見ると、すばらしい仕事にもかか

わらず離職率が非常に高く、一度退職してしまうと復職する人が非常に少な

い。やはり、仕事・職の問題でもあるわけだから、これだけ資格を持った保

育士がたくさんいる中で、現場ではまだまだ保育士が足りないということを

含めて考えると役所だけの問題だけでなく、もう少し民間に向けた対応が必

要となる。例えば、私立保育園・幼稚園の状況をみると、公立に比べまだま

だといった部分があります。それを率先して若い人たちが頑張って働いてい

こうという場所にしていかないと、子ども・子育て支援がうまくいかなくな

ると思う。うち（三重大学）の卒業生でも就職で８割近くが保育現場に就く

が、毎日大変な思いをしていると聞き及んでいる。人の育ちを援助していく

すばらしい仕事にもかかわらず、日本の福祉関係は社会の人情が低いなかで

働いていることを考えると、民間に対して行政がアクティブな対応をしてい

かないと、なかなか改善していかないと思う。 

  他にご質問はどうでしょうか。 

  それでは、全体を通してはどうでしょうか。 

  この計画は、５か年ということで平成 27年度が過ぎ、残り４年間でこれをク

リアしていくということになりますが、まだまだ問題点があり、進んでいる

事業、不十分なところがある事業の状況は、この進捗状況調書で読めると思

います。 

  皆さん、ご質問はどうでしょうか。 

 

 委 員：８頁 39 番、40 番の赤ちゃん訪問の事業で、訪問できない家庭の８割

が外国人家庭であるという記述があるが、不在等で面談できなかった場合、

その後のフォローはどれくらいの期間まで続けるのですか。 

 

 健康推進課長:外国人の赤ちゃん訪問については、日程調整する通訳と一緒に訪

問している。連絡が取れない場合は別件でその家庭の近くに行った時に再度

訪問を試みるようにしている。それ以外に病院での４か月、10ヶ月健診や予

防接種時での情報をいただいている。その他に市の 1歳半健診時にどうして

いるのかの確認は実施している。 

 

 委 員：そうすると、どこかの過程で一度は話をしているということですか。 
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 健康推進課長：あらゆる手段を用いて情報を収集し、訪問を実施していること

からそのようになります。 

 

 委 員：この事業の目標値、実績は前年度分が入っているのですか。 

 

 健康推進課長：前年度分は入っていません。 

  なお、冒頭で訪問率を 96位％と報告しましたが、27年度の訪問率は 98.2％

でした。訂正させていただきます。 

 

 委員長：いろんな手段を使ってでも確認していることだと思います。 

  他に委員の方、質問はよろしいでしょうか。 

  具体的にＣ評価以下については、今年を含めてクリアする方策を各担当課で

思案するという考え方でよろしいですね。 

  なお、特に子どもの場合は、生まれてからの成長する過程の中で全体的に支

え合い、どう成長していくかを見ていけるシステムなると、すごく良い仕組

みが出来ると思います。 

  それでは、他に無いようですので、議題２の説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 （２）私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行について 

 

 委員長：ただ今の説明で何かご質問は、いかがでしょうか。 

  市民への周知というところでは生活に直結することなので、こうなりました

ということではなく、出来るだけ分かりやすい表現と可能であれば図や表を

使って、こういう場合はこうですよといった親切さを重視した説明にしてい

ただきたいと思います。 

  他にいかがでしょうか。 

 

 保育幼稚園課長：市民の皆様への周知ですが、広報については紙面が限られて

いますので簡単にさせていただき、保育園・幼稚園への利用案内については

利用料金表等を載せさせていただきたいと考えています。 

 

 健康福祉部長：委員長が言われるとおり、庁内に総合政策会議というのがあり、

この説明をさせていただきました。出席している他の部長も理解しづらい状

況がうかがえました。こうしたことから、先ずは 1号、２号、３号の説明を

して理解を得る必要があります。（１号～３号までを説明） 

  なお、幼稚園は時間が短いので料金は安い。このなかで認定こども園ができ

たら料金は市で決めなければならない。今まで市には認定こども園はなかっ

たが、出来る予定となりました。これまで地域のニーズとして、認定こども
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園は浮上してこなかった実情で、利用しやすいのはしやすいが、今の保育園

で良いのではという方も多くみえると思います。このことは、まだまだニー

ズが固まっていないのかなという現状がうかがえます。また、もう１つ申し

上げたいのは、この委員会において、その料金をご審議していだだくもので

はございません。あくまでも、市がこのように決めたということをご報告さ

せていただいたというスタンスでご理解いただきたい。 

 

 委員長：審議する必要はないという今の報告ですが、実際に保護者としては、

どういうふうに利用料金が上がっていくのか、保育園は利用しやすい方向に

なっていくのかといった分かりやすい説明が必要です。認定こども園につい

ては、まだまだ十分理解が進んでない状況であり、今までのような保育園か

幼稚園か（ＡorＢ）でなく、さらにＣという認定こども園の形態が入ってき

たということです。また、それは何故かということになると、こういう理由

でこういう利点があるからというような丁寧な説明が市民のサービスに繋が

ると思います。 

   認定こども園の場合、親の就労状況によって子どもの生活の場が変わると

いうところに１つ問題点がある。例えば、親が仕事を辞めたから保育園に行

っていた子どもは幼稚園に変わらなければならない。そうなると急に環境が

変わるわけで、そういうことが無いようにするという意味も非常に強くあっ

て、やはり０～５、６歳は、同じ環境で地域の子どもたちと同じ生活の場を

送っていくことからいうとメリットがある。もっと分かりやすく言うと、隣

の子は幼稚園で、うちは保育園というと隣同士なのに全く別のところとなる

と、やはり地域の中で子どもが育っていく、連携をとっていくということか

らすると違うなということから言うと、やはり認定こども園は１つの方向性

つまり保育園か幼稚園でなく、保育園か幼稚園か認定こども園かといった選

択肢が増えたということは、もっとアピールしてよいのでは。 

   実際に、まだまだ出来始めてきている状態で、分からない部分がいっぱい

あり、そういう部分も含めて市民の方に理解してもらう努力は必要である。

十分に機能してない部分を取上げて、ああだこうだと言うのは大変危険で、

百何年間言われてきた保育園か幼稚園かといったこと（一元化も含め）が、

やっとここに来て１つの方向性が見い出されたのだから、しっかりと伝え市

民の判断を待つべきである。いずれにしても、利用料金が上がった下がった

というところは非常に関心があることから、丁寧に説明していく必要がある。 

  以上から、制度の移り変わりが１目見て分かるようなサービス提供をしてい

く必要があると思う。 

 

 健康福祉部長：おっしゃるとおりで、広報等に掲載するときには十分に理解で

きるような内容形態で説明できればと思っています。 

 

 委員長：他の委員の方は、どうでしょうか 
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 委 員：認定こども園での１日の過ごし方は、どのようになるのですか。 

  例えば、隣の滋賀県の場合、保育園タイプの子も幼稚園タイプの子も混合で

少なくとも午前中は同じ内容で、午後からは幼稚園タイプの子は２時で帰り、

保育園タイプの子は延長も含み、６時頃まで残っているといった形態になっ

ているようだが、よさみ幼稚園の場合はどのようになるのですか。 

 

 保育幼稚園課長：まず、三重県内の認定こども園は、現在ところ公立・私立を

合わせて 17園あり、前年は８園でした。次に、運営方法について詳しく伺っ

ていないが、混合のクラス編成で幼稚園タイプの子どもは給食を食べて帰る。

２、３号である保育園タイプの子どもは、その後保育をする。幼稚園タイプ

で預かり保育をする子どもは夕方まで預かるといった形になるのかなと現在

では思っています。つまり、保育園タイプと幼稚園タイプもいっしょに年齢

ごとの同じクラス編成にされると思います。 

 

 委員長：実際には保育内容について、３歳以上は保育園、幼稚園教育指針は同

じですので、その辺のところは差があることはないと思う。ただ、午後から

の生活での配慮はする必要がある。とにかく、１つの形として出てきたのだ

から、悪いところは修正し、良いところは伸ばしていくといった形で社会的

に支えていく必要があります。 

   これ以外に何かありますか。 

   この件については議論するとまでいかないが、この提案の方向で進んでい

くと思います。なかでも保育料については他の市町でも、なかなか難しい問

題があり、いずれにしても、どの子も希望している保育幼児教育が受けられ

るよう社会全体が支えていかなけれならないので、どの子も豊かに育ってい

けるように民間も含め全力を挙げて子どもたちを支えていくことが重要と考

えます。 

   他にございませんか。 

   無いようですので、３その他に入ります。 

   事務局、お願いします。 

  

事務局：第２回目は、秋以降でと考えていますので、日程調整できましたらお

知らせいたします。 

 

 委員長：それでは、これをもちまして、閉会といたします。 

 

 

午後４時 38分終了 


