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平成 28年度第２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２回伊賀市少子化対策推進委員会 

開催日時：平成 29年３月 14日(火) 午後２時から 

開催場所：伊賀市役所 本庁舎 ２階 第３会議室 

出席委員：八尾委員、奥委員、中尾委員、小橋委員、山崎委員、佐治委員 

     中森委員、坂下委員、山森委員、谷本委員、西出委員、須永委員 

傍聴者 ：なし 

 

１ 開会 

 ただいまから、平成 28年度第２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２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 

参 考 伊賀市少子化対策推進委員会条例 

資料１ 子ども・子育て支援事業計画【2016（平成 28）年度 12月末現在】 

    事業進捗状況について 

資料２ 平成 29年度 伊賀市特定教育・保育施設の状況について 

資料３ 子ども・子育て世帯への支援体制について 

資料４ 平成 29年度 伊賀市版「出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで」 

    安心支援パッケージ事業について 

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。 

  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。 

３．あいさつ 

稲森健康福祉部長挨拶 
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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）子ども・子育て支援事業計画【2016（平成 28）年度 12月末現在】 

  事業進捗状況について 

  

委員長：それでは、資料１を見ていただき、主なものだけを説明願います。 

 

（事務局説明） 

  なお、28年度目標数値と大きく乖離している事業については、ニーズが有る

のかどうか、体制が整っているのかどうか、利用しづらいことがないのか、利

用料金のことも含めて検証する必要があり、来年度に見直す方向で進めたいと

考えます。 

   また、28年度 1年間の実績は、次回、新年度に入ってからとなりますことを

ご了解願います。 

  以上で、説明を終わります。 

 

 委員長：それでは、各事業で、見直し等の必要があるものについて、ご指摘を

お願いします。 

 

 委 員：質問ということではないのですが、需要が多いが条件が厳しい部分、

すなわち、条件が厳しすぎて利用しづらいといった事業があれば、次回の委

員会で検討課題として提案してほしい。 

 

 委員長：そうですね。数だけではなくて、実質的なことも議論していく必要が

あると思います。 

  他に、ご質問はどうですか。 

 

 事務局：35頁 166番の「労働時間の短縮」の事業については、特に、現在にお

ける世論・社会的現象の最も強い 1つと考え、行政としてアクティブ（先導）

な施策が求められている。 

 

 こども未来課長：5頁 22番「放課後児童クラブ」で、前回に質問があった指導

員の確保については、県主催の研修会や指定管理者制度のもと、適正配置し

ていただいている。また、ニーズが非常に高まっている中で、今年度２ヵ所

を開設しました。 
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  全体では、19か所となったが、待機の状態も一部で発生しており、小学校の

統合を見据えながらニーズのある小学校区に最低１か所の開設を目指してい

きます。 

 また、８頁 39番「こんにちは赤ちゃん訪問」で、外国人の方への通訳からの

連絡はどのようになっているのかという質問を前回いただきました。 

 外国の方への支援については、市民生活課の方で平成 28年８月に東町でオー

プンした「伊賀市多文化共生センター」の通訳さんを活用し支援体制を構築

しています。 

 

委員長：これに直接関係しているかどうか分からないのですが、保育士が足り

ないという現状の中で、これを確保するための具体的な方策は、どこで記載

されているのですか。 

 

保育幼稚園課長：保育士確保については、この計画では記載されておりません。 

 

委員長：はい、結構です。 

 潜在的には、保育士の資格を持っている人は、たくさんいるわけで、そうい

う人達が現場で働けるような環境や処遇改善は、今、どこの市町も直面して

いる問題である。若い保育士達が就職しても、不足していってしまうような

悪状況も含めて、少子化対策について言えば重要な問題と考えるが、テーマ

に入っていないということですね。 

 

 保育幼稚園課長：伊賀市の公立保育所において、４月１日現在において申し込

まれた児童数に対する必要保育士は充足していますが、それ以降に申し込む

児童数に対する保育士確保は、出来ていない状況です。 

 

 委員：１頁１番と２番の 27年度で比較すると、１番 27年度実績が目標に達し

ていない。２番は 27年度実績が目標を大きく上回っているが、なぜ、このよ

うな差がでるのかを説明願いたい。 

 

 保育幼稚園課長：1番は保育園に通園していない児童を一時的に預かる事業で、

２番は幼稚園に通園している児童を午後にも預かるという事業です。 

  制度が違う事業です。 

  また、28年度目標値は、平成 25年に実施した意向調査を基に若干の補正（調

整）をかけ、数値化したものです。 

  なお、使い勝手が悪くないか、利用料金が高くないかを保育園に聴取したと

ころ、そういった声は聞いていないという返事をいただいています。 

 

 委員長：この事業進捗状況については、３月末の実績がでる次回に評価したい

と思うが、それでよろしいか。 
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  それでは、次に事項の２を説明願います。 

 

（２）平成 29年度伊賀市特定教育・保育施設の状況について 

  

（事務局説明） 

 

 委員長：説明が終わりましたが、ご質問はいかかでしょうか。 

 

 委員：1 点教えてください。認定こども園の保育料と公立・私立の保育料は同

じですか。 

 

 保育幼稚園課長：公立・私立保育園の保育料と認定こども園の保育料は、市の

利用者負担額表を使うので同じです。ただ、私立の認定こども園の保育料は

特別の事業を行なったりすると相違があります。 

  なお、幼稚園については、公立と私立とでは相違があります。 

 

 委員：３頁の②【平成 29年度】特定教育・保育施設に係る利用定員の表の最下

段に(   )は、確認を受けない幼稚園の認可定員数と記述してあるが、こ

れはどういうことか。 

 

 保育幼稚園課長：現在、幼稚園、保育園、認定こども園の３種類の中で、保育

園、認定こども園は全て新しい制度に移行となるが、私立の幼稚園（白鳳）

は、制度に移行しても、しなくてもよいという選択制になっているので、現

在は通常の幼稚園として運営されていますので、確認を受けない幼稚園とし

て表記させていただいています。 

 

 委員：次に、１号から３号認定の児童の定員は、②の表から判断できますが、

これに該当する各年齢の子どもの数は何人いるのですか。 

 

 保育幼稚園課長：平成 28年３月末において、０歳から５歳までが 4,075人、内

訳として０歳が 609人、１歳が 668人、２歳が 665人、３歳が 702人、４歳

が 721人、５歳が 710人となっています。 

 

 委員：来年度の保育所、幼稚園の入園数は、定員割れになると聞くがどうでし

ょうか。 

 

 保育幼稚園課長：平成 29年度の入所見込み数が３頁③の表の右端の数値となり、

この数値と②の利用定員の数値を比較すると定員割れとなっていることが分

かります。 
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 委員：ということは、子どもがどんどん減っているということですね。 

  この委員会では、そのこと（今後どうするのか）が一番大事なことだと思い

ます。 

 

 保育幼稚園課長：現状としては、０歳児の人数が平成 28 年で 609 人、平成 27

年が 667人、平成 26年も 667人、平成 25年が 687人ということで減少傾向

となっています。 

 

 委員長：この数値は、転入・転出よりも出生率の低下が要因といえる。 

  三重県の場合は、南部の方がより顕著であり、統廃合も含めて伊賀市以上に

ダイナミックに動かないと存続が難しいであろう。 

  四日市市の場合は、公立幼稚園で入園者が１ケタのところもある。保育所に

ついては、横並びで、子どもの数自体は減っているが、入りたい子どもは横

ばいとなっている。 

  伊賀市の場合、近い将来にむけて「保育所・幼稚園のあり方」を再編も含め

てしっかりと示しておかないと、維持が難しくなっていくであろう。 

 

 保育幼稚園課長：少し補足させていただきます。保育所におきましては、市街

地に近いところは、定員一杯の状況で、離れたところでは定員割れしている

状況です。また、預かっている児童数ですが、子どもの数自体は減ってきて

いますが、低年齢児が増えてきていますので全体としては、数に変わりはな

い状況です。 

 

 委員長：今までの保育園、幼稚園といった概念では、考えられない事態が起こ

ってきていることをしっかり抑えておかないと今後の方向性を見失うことに

なるだろう。 

  ですから、他の市町でも特別の委員会を立ち上げて基本方針を出していると

ころもある。また、この委員会は、子ども子育て会議ですので、保育園・幼

稚園のことだけを議論するだけではないので、実施するのであれば専門部会

を立ち上げて、５年、10年先の伊賀市の方向性を出さないと対応しきれない

と思います。 

  地方都市は、人口減少がはっきりしている。消滅都市と言われるくらい子ど

もの数が少ない。働く場所、若い人が生活しやすい場所に人は集まる。 

  そのことをしっかり考えて、伊賀市の魅力を出していかないと若い人は集ま

らない。 

  他に、よろしいでしょうか。 

  それでは、事項の３を説明願います。 

 

（３）子ども・子育て世帯への支援体制について 
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（事務局説明） 

委員長：伊賀市が目指すコンパクトで分かりやすい支援体制ですね。 

 包括的に支援できることが分かります。しかし、もっともっと分かりやすい

システムにしていく必要があります。例えば、ホームページを例にとるとホ

ームページが全てではない。利用できない方もいます。支援が本当に必要な

人、役所に行けない人、どうしていいのか分からない人に支援が出来る体制

にしていく必要があります。 

 

 委員：「連携」という記述があるが具体的にどのような連携なのか。 

 

 こども未来課長：個々の課題がある場合は、関係の専門職に集まっていただき

子どもの状況や家族状況といった情報をいただき、どのように支援するのか

を検討するケース会議を開いている。また、虐待の場合は保育園や学校から

も通報があるので、保育園、学校に出向き状況を把握し虐待の可能性があれ

ば児童相談所につなぐといった流れの連携となり、１つの機関ではなく、複

数の機関での対応となります。 

 

 委員：そのケース会議というところで、担当する所管を決めるわけですね。 

 

 こども未来課長：そのようになります。 

 

 委員：戻りますが、資料１の 18頁 85番で地域包括支援センターの福祉総合相

談支援事業の実績が記載されているが、身近なところである地域包括支援セ

ンターにおいて、子どもの相談は少ない傾向にあるのは、身近なものになっ

てないのでは。 

 

 こども未来課長：地域包括支援センターは、主に高齢者や障がい者の相談が多

く、子どもに関しては保健師を管轄する健康推進課や資料３の福祉分野の上

から５番目にある家庭児童相談室が主な部署です。 

  この相談件数については、資料１の 24頁 115番で子どもに関する実績が記載

されており、件数もかなり多い傾向となっています。 

 

 健康福祉部長：包括支援センターは市内３か所あり、1 か所は本庁、他に青山

と伊賀にあり、この２か所は高齢者、障がい者、子どもに関する相談は多い

と考えます。振り分けがされているというか、本庁にある包括支援センター

では子どもに関する相談は少ないが高齢者、障がい者に関する相談は多いと

考える。 

   

 委員長：虐待については、法律にあるように通告義務があります。親によって

は、しつけの一部として捉えている者もいるが、こういったことに対しては、
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社会が子ども達を見て、守っていく体制づくりが急務ではないでしょうか。 

 それでは、次に事項４の説明願います。 

 

（４）平成 29年度 伊賀市版「出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで」 

   安心支援パッケージ事業について 

 

（事務局説明） 

 

 委員長：行政も、ここまで実施するようになって、時代も変わったなあと感じ

ます。結婚や妊娠は、個人の問題であったのが、今は、それでは間に合わな

い深刻な問題と思います。 

  ただ、少子化対策はプライベートな部分が強いものなので、少子化対策とい

う言葉より、女性が子どもを産んで育てていきたいという社会をつくること

が非常に大事であります。 

女性は、子どもを産んで育てていく思いが男性よりも強く、すばらしいアイ

デアを持っており、そこを育てていく社会が必要で、今なら安心して子ども

を産んで育てられるという社会環境を目にみえる状況にすることが、長い目

で見た意味での少子化対策といえるのではないのでしょうか。 

ですから、こういう具体的な施策と同時に安心して子どもを産んで育てられ

る環境づくりを可視化していくことが社会として必要だと思います。 

  最近ネットで、女性がベビーカーを押して電車に乗り込むことについての賛

否が取り沙汰されている。今まで推し進めてきたものが押し戻されている傾

向も一部で見受けられる。 

  やはり、まだまだ、社会の女性に対するやさしさや思いやりが十分でないと

ころもあって、女性が希望し理想とする子どもの数と実際に出産した数が、

日本では 1人以上離れている現状のなかで、３人ほしいが２人しか産まない

という現状で、その１人分をどういう意識でとどまってしまうのか、そうい

うことをきちっと分析しながら、希望に近づく社会が理想である。 

  また、幸せを、全て結婚して子どもを産んでといった形に当てはめるのでは

なく、人間の生き方は多様でよいと思う。すなわち、結婚してもしなくても

幸せ感が持てる社会になってほしい。そういう多様な生き方が認められる社

会が、子どもを豊かにする。 

  やはり、結婚して子どもを産んでという考え方を押しつけるのではなく、自

分の思うことが実現できる社会にしていくことを考えていく必要がある。 

  他に、委員さんのご意見はいかがでしょうか。 

  

 委員：２頁の「子育て支援ヘルパー派遣事業」での派遣されるヘルパーさんは、

どういう方になるのですか。 

 

 こども未来課長：障がい福祉サービス事業所のヘルパーさんにと考えている 
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  このヘルパーさんは、国家資格の家事支援をしっかりと修得されており、そ

れ以外に市独自の研修として、母親のメンタルの仕方や沐浴、離乳食の方法

といった子育て支援に関する研修を受講していただき、派遣を引き受けてい

ただこうと考えています。 

 

 委員：県内で実施している実績がいくつかあるが、希望する方は多いですか。 

 

 こども未来課長：今、現在では未実施なので把握はしていない。 

県内では、四日市市が実施しており、資料が少し誤っています。 

 

 委員：20年ほど前に、こういう事業を考えたことがあったが、当時は知らない

人が家に入ることをためらう人がほとんどで、実績に至らなかった経緯があ

った。 

 

 こども未来課長：おっしゃるとおり、難しい部分があると考えます。 

  ただ、今回始めようと思ったのは、保健師の方からこういうニーズとサポー

トの必要性があると聞き及んでおり、母親の話を聞くことで不安を払拭する

ことが重要と考えたためです。 

 

 健康福祉部長：ヘルパーさんに対する意識は、20年前とは、かなり変わってき

ているはずである。 

とにかく、事業として成功させていきたいと思います 

 

 委員長：皆さん、よろしいでしょうか。 

  それでは、事項５番の「その他」をお願いします。 

 

（事務局説明） 

  ホームページのリニューアル紹介 

  （子育てに関する情報の掲載） 

 

 

 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３時 45分終了 


