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平成 29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 29年度第２回伊賀市少子化対策推進委員会 

開催日時：平成 30年３月１日(木) 午後２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、界外委員、松井委員、山崎委員、佐治委員、中森委員、 

岩永委員、中西委員、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 29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、

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、11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 24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８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。 

 （委員改選による委員紹介） 

 

２ 委員長・副委員長選出 

  今回 13名の方が新しく選任され、初めての委員会となります。本委員会条例

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。

如何いたしましょうか。 

 

 （事務局一任の声） 

 

  事務局の案としまして、委員長には引き続き、第４号委員の学識経験者であ

る須永様に、副委員長には第１号委員の奥様にお願いしたいと考えます。 

 

 （拍手多数） 

 ありがとうございます。それでは、須永委員長様、奥副委員長様、よろしく

お願いいたします。                    
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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。 

本日の事項書につきましては、ご持参いただきましたものから一部変更をし

ており、改めたものをご用意させていただいていますので、差し替えをお願い

します。 

続いて、資料ですが。 

資料１ 子ども・子育て支援事業計画【2017（平成 29）年度 11月末現在】 

    事業進捗状況調書 

資料２ 平成 30年度子育て支援基金活用事業 

資料３ 保育所（園）の統廃合について 

資料４ 伊賀市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて 

資料５ 大山田子育て支援センターの移転について 

資料６ 地域小規模児童養護施設の伊賀市への移転について 

また、参考として伊賀市少子化対策推進委員会条例及び委員名簿を置かせて

いただきました。 

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、田中健康福祉部次長から挨拶をいただきます。 

 

（次長あいさつ） 

 

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。 

 

３．議 題 

 

（１）子ども・子育て支援事業計画【2017（平成 29）年度 11月末現在】 

  事業進捗状況について 「資料１」 

  

委員長：それでは、資料１について、主なものを説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

なお、29年度目標数値と大きく乖離している事業については、例えば１ペー

ジ番号１の事業のように備考欄にその旨を記載しています。 

また、29年度 1年間の実績は、30年度第 1回の委員会で報告させていただき

ます。 

  以上で、説明を終わります。 
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 委員長：資料１については、大きく４つの施策に分かれていますので、施策ご

とにご意見を頂きたいと思います。 

  また、事務局から説明がありましたように、この計画の期間は５年間で、今

年度は３年目となります。残り２年間ということを見据えて、達成率が次の平

成 32年度からの計画に繋がるよう、しっかりと考察していただきたい。 

  それと、この調書の見方について、もう一度説明を願います。 

 

（事務局から調書の見方の説明） 

 

それでは、ご意見いかがでしょうか。 

 

１ 地域における子育て支援の充実（１～１０頁） 

 

 委 員：1頁３番「延長保育事業」について、28年度実績の 17人は 17か所で

実施した平均であり、29年度の 125というのは全ての保育園で実施すること

を目標とした数値と解釈してよいのか。 

  

事務局：お示ししている数値は、1日の平均利用者数を算出したものです。 

これは、この計画を策定する際にアンケート調査を実施し、調査時点では利

用すると答えた方の数値が 1日平均で 125人となり、この数値をもって目標

値としました。しかしながら、いざ利用となると延長保育料金が加算される

ことや、家族が実際に迎えに行くといった状況となり、1 日の平均利用者数

が 28年度では 17人となったものです。 

 

 委員長：一時保育や延長保育はアンケート調査の時点では、有れば利用すると

いう意見を反映しているが、実際となると利用しない結果になる場合がある。

この背景には、受け皿があってほしいという願望の現われと思う。 

 

事務局：ここで、延長保育事業の説明を付け加えさせていただきます。 

 伊賀市の延長保育事業は、通常保育（午後６時まで）を超えて午後７時まで

延長するものです。また、利用料金については、例えば１か月に 11日以上の

利用となると、３歳未満児が 10,000円、３歳以上が 8,000円となります。 

 

委員長：ということで、先程、私が申しました利用する段階においては、料金

の問題も当然、浮上してくるということですね。 

  他に、ご質問はどうですか。 

 

 委 員：４頁 19番「小学校との連携体制の充実」、21番「小学校との連携によ

る研修会の開催」、８頁 43番「利用者支援事業」では、実績や目標値が１か

所または１回となっているが、こういった数値で事業を実施しているといえ
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るのだろうか。 

 

 委員長：私の知る限りでは、この事業計画というのは国からの指定事業と市独

自の事業が組み込まれている。例えば、８頁 43番「利用者支援事業」は、ま

さに国からの枠組みの中の事業であると考える。また、現在では幼稚園・保

育園、小学校との連携がかなり重要であると言われている。幼稚園教育要領、

保育所学習指針、学習指導要領で謳われており、地域それぞれが連携をとる

必要があるため、施策としてそれを推進していこうとするものである。 

   今までは、連携が難しかった。就学前から子どもを小学校に繋ぎ、学校生

活に早く馴染むような機会を与えてくれる事業である。 

 

 委 員：民生委員・児童委員が新年度を向かえ、地域の福祉を考えるなかで児

童のことをもっと考える必要がある。 

  子どもの把握がいちばん難しい現状を踏まえると、地域の方も含めた連携の

取り組みがもう少し有っても良いのかなと思う。 

 

 委 員：ある自治体では、幼稚園と小学校との連携を強めるために、幼稚園の

教師と小学校の教師が相互に人事異動していることを聞いたことがある。 

  このことは、幼稚園と小学校の連携を教師間でスムーズにしないと、子ども

の成長にかなりの悪影響が出ることを物語っていると考える。特別な事例か

も知れないが。 

 

 委員長：いえいえ、全く特別な事例ではなく、あちこちで実施されている。 

  それどころか、横の連携もできていて、保育所の保育士と幼稚園の教師が同

じ研修を受けられる機会を設けている。まあ、幼・保一体化という背景があ

るのだが、今までは幼稚園と小学校が教育機関ということで繋がりが強かっ

た。保育所は福祉施設ということで、それぞれの繋がりが弱かった。 

   ところが、子ども達は生活していくうえで、親の就労・不就労に関係なく

同じ地域の中で育っているのだから、子どもをしっかりと見て小学校でそれ

を定着させていくという考え方から、今では国を挙げて委員が言われた事例

に取組んできている。これからは、子どもの成長を幼児の時から小学生・中

学生になるまでトータル的に見ていくという体制になりつつある。 

   以上から、子どもに対して、地域全体でサポートしていく活動をまとめた

ものが、この事業計画であると認識している。 

 

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（１１～２１頁） 

 

 委員長：意見が無いようですので、私の方から話をします。 

先程から意見が出ていた件なのですが、研修会関係で年１回といった実績が

多くみられる中で、例えば 20頁を見ると、それぞれの研修会を実施している
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となっている。それぞれの事業の目的をもって実施されているが、今、研修

会のあり方そのものが、すごく問われていると考える。 

   研修会において、どういう人が参加されていますかと事務局に尋ねると、

順番で来ている方が殆どで、前の人は、よく聴いているが後ろの人は、あま

り聴いていないように見受けられ、研修会とは一体何なんだろうと思う時が

ずいぶん多い。ですから、今後のあり方としては年１回であっても無かって

も、積み重なっていく研修会が望ましいのではと思う。参加する人が課題を

見つけて、それに合った研修会を積み重ねていくということが、初めて効果

に繋がっていくと考えるが、多くの現場においては、うまくいっていない。 

   やはり、自らの課題に基づいて、それを解決していくための知識を身につ

ける研修会にしていくと、全体の意識も変わってくるのでは。 

   すなわち、出席する側、開催する側の意図をくんだ回数にするべきと考え

る。 

   ここまでで、他にどうでしょうか。 

  

委 員：13頁 65番「子育て支援ヘルパー派遣事業」について、11月末現在で

実績がゼロということだが、この事業はどのような希望があって、計画され

たのか。 

 

事務局：事業の背景においては、保健師と関わるなかで、サービスを必要とし

ている人が存在するということで、事業がスタートした。 

  年度当初は利用したいということで、２人に登録いただいたものの、11月

時点で、ヘルパー派遣までには至らなかった。これには、家の中に入ること

で、躊躇する現われと考える。 

 

委 員：かなり前、当時の上野市時代に実施を考えたことがあったが、その時

も希望はなかった。というのも、先程から説明いただいたように、誰が来る

のか分からず、他人を家に入れるのを嫌がり、知らない人では、かなりの抵

抗がある。よって、その辺の周知をお願いしたい。 

 

事務局：利用する方とのマッチングをさせていただきたいと考える。 

 

３ 子どもの健全育成を推進するための体制づくり（２２～３４頁） 

 

 委 員：25頁の「児童虐待」については高齢者の虐待も含めて、どんどん増え

てきている。子どもに関しては、主任児童委員役 30人が幼稚園、保育園、小

学校、中学校に訪問して接点を持っている。しかしながら、この虐待という

のは、表に出ない部分もあり、情報が無ければ分かりづらいところがある。

このことから例えば、どのように解決したかといった行政からの情報がほし

いと考えます。よろしく、お願いします。 
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 委員長：子どもの情報をいち早く察知したいというご意見で、当然だと思いま

す。ただ、子どもがどういう状況にあるかをキャッチするのは難しく、子ど

も同士の集まりに来ない子がいちばん危ない。 

   最近のニュースで、小学校の担任教師が、いじめがあるにもかかわらず、

面倒だから関わらなかったと報じられたことは、残念で愕然とした。 

   他にどうでしょうか。 

 

 委 員：17 頁 81 番「子育て相談の充実」について、最近、親がかかえる不安

や悩みには具体的にどのようなものがあるのか。 

 

 こども未来課長：11月末での 481件の内訳として、包括を含めた８か所の支援

センターで電話相談が 264件、直接来庁が 217件で、主に発達障害やしつけ

に関する内容が多く、普段からの相談者がいないといったことの核家族化が

要因と察する。 

 

 委 員：支援する側の相談（悩み）は、どのようなものがあるのか。 

 

 健康福祉部次長：保護者が自分の子どもに発達の遅れがあるというところを、

なかなか受け止めてくれないことが、いちばん難しい点だと考える。 

   いろんな専門職がお話させていただいても、保護者の方が理解していただ

けなければ、子どもの発達に繋がっていかない部分がある。 

   これについては臨床心理士が発達検査を実施し、その結果数値に基づいて

話をさせていただいているが、自分の子どもがどういう状況なのかを理解し

ていただく点が、いまだに難しいところである。 

 

 委 員：認定こども園に勤務しているが、０歳から５歳児において、それぞれ

に子どもの発達のペースは違うと現場で実感している。 

   発達検査について、結果数値だけでは計り知れない１人ひとりの良さを見

て、発達のペースは皆違うと伝えているが、どうしても保護者は、皆同じペ

ースで育って行くものだと認識誤りしている。 

   それともう一つ、10年、20年前の親の悩みと今とでは悩みの種類が違って

きている。昔は、我が子の成長と子ども同士の繋がりを見守っていたが、今

では勉強や字を書くこと、習い事といった親自身の見栄に関わる悩みに移行

している。このことから、親自身の教育も必要と考える。 

 

 委員長：実は、私のところにもよく似た相談があります。 

   その一つに、子どもに障害のあるお父さんからで、他の子どもと同じよう

なことが出来ないという不安を持っておられ、身近なところで相談されては

と教示した。ところが、お父さん曰く、相談してみたが、なかなか解ってく
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れないと随分と言っておられた。保護者と聞く側の信頼関係がないと話が伝

わらないのである。どんなに良いことを言っても保護者が相手を信頼しない

と承服しない。やはり、人を受け入れていく姿勢をしっかりと支援する側が

学んでいかないとダメである。 

   現場の先生たちは、よく自分の経験論を言うが、それでは相手は納得しな

い。このことから、やはり支援する側の専門性を高めていく意識（力量）を

アップする必要が急務である。 

 

４ 仕事と生活の調和（３５～３７頁） 

 

 委員長：男女共同参画の観点から女性の社会進出も含めて、その方向に進んで

はいるが、女性側からすれば、まだまだ十分でない。そういったところを夫々

の領域から支援していく施策がこの部分です。 

 

 委 員：年頭の市長の挨拶の中で、人口減少対策として企業誘致するという発

言がありました。それで若者を呼び込むんだと言っておられた。 

   そこで、37頁 174番「結婚サポート事業」について、企業と行政の関わり

は、大変重要と考え、今以上のネットワークを持ち、枠を超えた活動をして

いただきたい。 

 

 委員長：この他にも、企業側の体質改善、例えば男性の育児休暇取得について

は、まだまだゼロに近い。社会全体を底上げしていくことも大事で、女性が

社会進出することで社会が変わる。 

 

 健康福祉部次長：先程も意見をいただきました 37頁 174番「結婚サポート事業」

ですが、市としては数年前から取組んできたが、それ以前から商工会議所、

商工会さんが出会いの場づくりとして事業実施していだだいてきた。 

   そういった中で市として出来ることは何かと検討した結果、実施団体に事

業補助することとなった。 

 

 委 員：商工会議所ですが、市から助成いただいて事業継続しているなかで、

回数を増やして出会いの機会を設けているが、難しい面もある。 

   なお、各企業も商工会議所等がこれを実施していることを知らないところ

もあり、今後は周知を徹底し更なる協力を得たい。 

 

 委 員：結婚サポート事業は、少子化対策として人口減少を食い止める事業の

1 つと考えるので、予算が少ないと言わず各課を横断的に見据え、事業実施

のため、予算確保していただきたい。 

 

 委 員：少子化対策の 1つとして、高校卒業後も地元に残ってもらう対策が前
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提条件と考える。また、高校卒業の９割が転出していくと聴き及んでいる。 

   この対処として、近隣の市町村職員採用でも住所地要件を無くすことが転

出に歯止めがかけられるのでは。 

   また、別の件で、東京一極集中を見直そうという運動がある。東京 23区内

では、大学の定員をこれ以上増やさない方針を立てている。 

   これと平行して、地域地元での企業誘致が最重要である。 

 

 委員長：三重県では、南部のほうが人口減少が激しい。地域性があるが、人口

動態をしっかり見ておかないとダメである。三十数年前までは、人口が減少

するといったことが想像つかなかった。この想像つかなかったことに、どう

対処していくかを地域の人々が考えていかないと、気づいたら誰もいなかっ

たということになるであろう。 

   これらから、ただ、子どもが増えれば良いといっただけのものではない。 

  行政は、市民に対し人口減少対策を早い段階で示していく必要がある。 

 

計画の目標値等（３８～４０頁） 

 

 委員長：ご質問は、いかがでしょうか。 

     無ければ、全体を通しては、どうでしょうか。 

 

 委 員：22頁「地域の伝統行事」について、旧町村では各公民館で実施してい

るようになっているが、上野地域はどこで実施しているのか。 

 

 事務局：上野地域は、地区市民センター（自治協）単位で実施している。 

 

 委 員：私の地域でも言えることだが、伝統芸能でも各地域で引継いでいかな

ければならない状況となってきている。まさに、人口減少の表われだ。 

 

 委員長：他に無いようですので、次に移ります。 

 

（２）平成３０年度子育て支援基金活用事業について 「資料２」 

 

（事務局説明） 

 

 委員長：資料２について、ご質問はどうでしょうか。 

 

 委 員：６頁「医療費助成」について、所得制限の有無は。 

 

 健康福祉部次長：中学生までの拡大分は、市単独として所得制限なしです。 
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 委員長：次に（３）報告事項に移ります。   

     「資料３」から「資料６」まで一括で説明願います。 

 

（３）報告事項 

  １ 保育所（園）の統廃合について             「資料３」 

  ２ 伊賀市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて 「資料４」 

  ３ 大山田子育て支援センターの移転について        「資料５」 

  ４ 地域小規模児童養護施設の伊賀市への移転について    「資料６」 

 

（事務局説明） 

 

 委員長：報告事項の資料３から資料６までについて、ご質問はどうでしょうか。 

 

 委 員：資料３について、府中保育園に入る旧佐那具保育園児は建物も先生も

初めてなので、一日でも早く慣れるよう、一日のうち半日くらいは合同保育

を可能な限り何回も実施してはどうか。 

 

 事務局：検討したい。 

  

４．その他 

 

 委員長：最後に、事務局から「４その他」の項で何かございませんか。 

 

 事務局：２点連絡させていただく。 

   １点目は、次期の２期計画策定に向けて、平成 30 年度、31 年度で取り組

んでいきたい。 

   ２点目は、本委員会の２号委員について、各種団体の代表の方の変更が４

月に発生すると思われるので、ご一報いただければ、変更手続きの書類を送

付させていただくので、ご理解賜りたい。 

 

 委員長：それでは、これをもちまして、閉会といたします。 

 

 

                              16時終了 


