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平成 28 年度 周南市こども育成支援対策審議会 

（第 4 期 第 2 回）会議録 

   日 時  平成２８年６月１０日（金） １０時００分～１１時３０分 

   場 所  周南市役所本庁３階 防災対策室 

【会議次第】 

１ 開会 

２ こども健康部長あいさつ 

３ 新任委員紹介 

４ 委員の定数報告 

５ 会長あいさつ 

６ 委員・事務局自己紹介 

７ 議事 

（1） 各種施策の進捗状況（平成２７年度実績） 

① 次世代支援課 

② 保育幼稚園課 

③ 健康づくり推進課 

④ 学校教育課 

⑤ 生涯学習課 

（2） 需要量及び確保方策の見直しについて 

① 教育・保育施設の需要量及び確保の方策 

② 地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策（利用者支援事業） 

（3） 平成２８年度の取り組み 

① 次世代支援課 

② 保育幼稚園課 

③ 健康づくり推進課 

④ 学校教育課 

⑤ 生涯学習課 

８ 閉会 
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日 時  平成 28 年 6 月 10 日（金）10 時 00 分～11 時 30 分 

場 所  周南市役所本庁 3 階 防災対策室 

出席者  ・委員 10 名 

石橋孝明、兼重江美子、木村美弥子、片山研治、佐伯吉将、 

原田優子、山口満、大野教正、鈴木佳苗、小林高志 

・事務局 9 名 

 こども健康部   部長 中村純子 

次世代支援課   課長 中村広忠、課長補佐 上野和子、 

         係長 金近和博 

保育幼稚園課   課長補佐 中村勝也、係長 松崎靖尚 

健康づくり推進課 課長 磯崎惠理子 

生涯学習課    係長 村林康彦 

学校教育課    指導主事 川村敬志 

 

 

 1 開会 

  

 2 こども健康部長あいさつ 

  

 3 新任委員紹介 

（新任委員 2 名 あいさつ） 

 

 4 委員の定数報告 

●事務局 続きまして、本日の会議の定数報告をさせていただきます。本日は

2 名欠席、1 名が後から来られるということで、審議会委員 12 名のう

ち現在 9 名のご出席をいただいており、委員の半数以上の出席がござ

いますので、周南市こども育成支援対策審議会規則第５条第２項の規

定によりまして、本日の会議は成立しておりますことをご報告いたし

ます。 

それでは、これ以降の議事進行を会長にお願いしたいと思います。 

会長、よろしくお願いいたします。 

 

 5 会長あいさつ 

  

 6 委員・事務局自己紹介 

 

 7 議事 

◎会長 それでは、議事に入りたいと思います。本日は、次第にありますよ

うに、「各種施策の進捗状況、平成２７年度の実績」と「事業及び確

保方策の見直し」、その後で「平成２８年度の取り組み」ということ

で、報告をしていただくことになっております。 

１番と２番は現在の状況とそれに基づく見直しということになっ

ておりますので、１番２番を報告していただいた後で、皆様に意見、

審議、評価していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、実績報告を次世代支援課からお願いします。 

 

（1）各種施策の進捗状況（平成２７年度実績） 

 

●事務局 各種施策の進捗状況（平成２７年度実績）について資料にもとづき説

明 

① 次世代支援課 

② 保育幼稚園課 

③ 健康づくり推進課 

④ 学校教育課 

⑤ 生涯学習課 

 

（2）需要量及び確保方策の見直しについて説明 

 

●事務局 需要量及び確保方策の見直しについて資料にもとづき説明 

① 教育・保育施設の需要量及び確保の方策（保育幼稚園課） 

② 地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策（利用者支

援事業）（次世代支援課） 

 

◎会長 それぞれの施策について、或いは確保方策等の見直しについてご質

問等ありましたらお願いします。 

 

◎会長 資料１の７頁の⑧‐１のところで、新制度に移行されないために人

数が減っている、実際の予測数としては足らない、ということですが、

なぜ新制度に移行されないか理由を教えていただけますか。 

 

●事務局 全体の計画を立てる中では、全ての私立幼稚園さんが比較的早い時

期に、新制度に移行されるという予測をたて、国も当初は早めに移る

でしょうという説明をしてこられました。移る、移らないということ

は、行政側がけん引するのではなくて、それぞれの園を運営される法

人さんがもろもろの判断の中で移っていただく、というのが本来の姿

であろうと考えておりました。制度自体が実際に２７年度から走って

はいるのですけれども、非常に不安定。私たちにとっても、年に何回

も「ここはやっぱりこう変えます」という大きな変更が出てくるよう

な状況です。例えば多子世帯の保育料を来年から減免しましょうね、

という４月からの話が実際に文書で２月に来るというような状況で、

国も非常にバタバタしている中で、園を新制度に移行するかをなかな

か決めかねていらっしゃる。というのが、今の私立の現状です。その

中で制度自体の周知がしっかり図られていないであるとか、思ったよ

うな運営費の支援がないであるとか、事務が煩雑であるとか、いろん

な理由が考えられると思うのですけど、そうした複合的なことをお考

えいただいたうえで、新制度への移行を躊躇していらっしゃる、現実

的に新制度に移行された私立の幼稚園さん、認定こども園に移行され

たところも含めまして、市内で３つの施設が２８年に移っていただい

たので、ほかの幼稚園さんについても今後どうするかを検討しましょ
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う、というような状況です。 

 

◎会長 みなさま方から何かありますか。 

 

○委員 事業別目標指数（資料１、１１ページ）ですけれども、下から３番

目の「市イベント等への中学・高校生ボランティア参加者数」が平成

２５年度から２７年度にかけて減っている。最終的な３１年度の目標

は１３，０００人、地区別によっては、例えば福川地区はいきいきサ

ロンなどに中学生も参加してもらって、増えているが、やはり中学生

にもなると授業内容が過密になり、放課後の部活動などから、なかな

か行きたくても行けない子もたくさんいるんですね。授業内容とかを

検討して、行きやすい環境づくりをされるのかどうかをお聴きした

い。 

むずかしいとは思いますが、実際に減っていますよね。 

 

●事務局 参加者数は減っています。 

だいたい市のイベントというと、土曜・日曜が多いので、中学生が

参加している率は高いのだろうと思います。土日が中心なので、学校

のカリキュラムの影響はあまりないと思います。また、中高校生が自

主的に地域の中に入って活動されている場合も多いと思います。中高

校生が熱心に活動しているものをもう少しクローズアップしていき

ながら、推進をしていかなければならないのかなあと思います。 

 

◎会長 放課後子供教室の方の参加人数が２７年度としては減っている、目

標値としては増やしていくという方策ということですけれども、それ

について何かございましたら教えていただければ。 

 

●事務局 放課後子供教室ですが、学校と地域の皆様方が協力しながら、子ど

もたちを見守っていくというところもございます。出来ればこの部分

はどんどん広げていきたい、増やしていきたいという思いはございま

す。子どもたちがいかに魅力的に感じてもらうかということもござい

ますし、また放課後こども教室をやっていく場、公民館を使っている

ところ、あるいは学校の余裕教室を使っているところ、公共施設を使

っているところ、その他もあるのですが、場の確保も課題になってい

るのかなあと思います。 

 今後もさまざまな方が地域の中で子どもを見守っていくというこ

とで、増やしていきたいと思っています。 

 

○委員 指導者の不足っていうのもあると思うんですね。指導者を増やして

いかないといけないので、地域で指導者をどういうふうに増やすかが

一番の課題だと思います。 

 

●事務局 まさにおっしゃるとおりだと思います。地域の担い手の方もどんど

ん高齢化している。これからまだまだ担い手を増やす取り組みをして

いかなければならないと思っています。ありがとうございます。 
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◎会長 先ほどの子育て支援事業の「教育施設の需要量及び確保方策」のと

ころで、３０年度にすべての需要量を満たすということでしたが、３

１年度を見ますと、０歳児のところでマイナスになっていますけれど

も、これはどういうことか教えてください。 

 

●事務局 ３１年度の６人というところが、そもそもの計画でマイナスが出て

いるということでしょうか。全体数に対するお話ということでござい

ましょうか。０歳児の一番下の６人というところにマイナス５という

数字が入っている部分でいいですか。 

ここは、公立の保育所の定員、保育士を確保して床いっぱいまで受

けていきましょうね、という計画で数字を積み上げていくと、１１人

というのが最終年度の数字にはなっております。 

今、そこの数字を６に修正をかけているのですけれども、そもそも

ニーズを満たす、見込量を満たすだけの需要量の確保は出来ています

ので、将来的なことで考えて行った際に保育士を今から確保すること

で、実は保育士確保がなかなか困難な状況なのですけれども、確保出

来れば数値をあげていくことは可能なんですが、今時点の見込みをす

る中で、じゃあ床面積分だけ保育士どんどん連れて来たらそれだけ増

やせますよ、という計画を積極的に皆様にお示しできるような材料が

ない。というわけで、公立の保育所の受け入れを増やしたまま置いて

おくのもどうかなと思いまして、より実態に近い形で数字を変更して

いった結果、残念ながら当初の計画よりは少なめの数字が出てきてし

まっているという状況でございます。 

また、平成２８年度の取り組みの中でお話させて頂こうと思うので

すけれども、保育士確保が出来るようであれば、こちらの計画にまた

修正をかけさせていただく、ということになります。 

 

◎会長 何かその他にございますか。 

 

○委員 不登校児童生徒の出現率というのがあるのですけれども、どういう

形で出されているのでしょうか。 

 

●事務局 パーセントで出しています。 

 

○委員 「授業休んだら」とか、例えば「いじめられて」とか、「お母さん

たちがネグレクトで行かれない」とか、どういう形でパーセンテージ

が出ているのかなと思って。 

 

●事務局 不登校児童にあたるかどうかなんですけれども、年間の欠席日数が

何日かというのがございまして、そこで線を引いています。それが何

日だったか、今明確に申し上げられないのですが。 

 

○委員 このパーセンテージが多いんじゃないのかなと思ったものですか

ら。１日欠席じゃなくて、昼から来たりだとか、朝だけ来たりだとか。 

実際、０％というのは、実現が難しいのでは。 
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●事務局 おっしゃるとおり０％が本当に実現可能かと言われると難しいも

のだと思います。ただ、ひとり、この子はいいのか、というわけでは

ないので、学校に来ない状況にある子どもたちを何かの形で、学校に

来てもらえるように努力していくという意味での０％をめざすとい

うことです。 

 

○委員 具体的にはあるんですか。こういうことをしていったら０％に近づ

くとか。 

 

●事務局 実際、子どもの状況が「これが理由で不登校になっている」、「これ

が解消されたら、不登校が解消される」とか、わからないケースが多

いんです。学力の問題であったり、人間関係があったり、経済的な理

由があったり、身体のことがあったりという風に混在することが多い

ので、子どもさんとか親御さんの様子を見ながら、何が理由になって、

何を解消していったら学校に来られるようになるのかということを、

よく見て、関わって、改善していくんですけれども、なかなか一つが

解消されたからといって、じゃあ子どもが学校に来るかというとなか

なか難しい状況になるのが実情です。 

 

○委員 先生方の気持ちが子どもたちを来にくくしている理由では。子ども

たちはすごく敏感なので、先生に気持ちがなければ難しいんじゃない

かな、と思います。 

 

●事務局 教育委員会の方でも、教育相談体制の充実というのを数年前から言

ってきて、例えば週に１回「おしえてねアンケート」というアンケー

トを実施して、そこに書いてあることについては、その週のうちに子

どもと教育相談を行って、早期に解決していく、生徒指導体制の充実

という形で、担任が一人で抱え込まない、学校が組織ぐるみで対応を

して、全職員でその子の問題、家庭訪問なりにあたっていくという体

制をつくっていくということは言われ続けているところですので、そ

れは今後も各学校の方にはしっかり伝えて強化していきたいと思い

ます。 

 

○委員 ちゃんと子どもたちは「あの子はいじめられているんじゃないか」

と発信したりしているのに、先生が切り捨てているんじゃないか。 

基準があってそれを満たしていないから「いじめじゃないです」と

言われても、見た目が「いじめ」と思ったら、子どもたちは正直だか

ら、それを型にあてはめても解決しない。 

しっかり向き合っていただけたらな、と思います。 

 

●事務局 真摯に受け止めてまいります。 

 

◎会長 不登校児童を０％にするのはどうしてもなかなか難しい子どもさ

んもいらっしゃる、というということですよね。そういうときにフリ

ースクールとかほかの所に通って、教育機会を確保する、そういう人
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も出席日数に加算していこうという話も出ていたように思うのです

けれども、そういうことに対する対応に関しては、何かございますか。 

 

●事務局 その辺りのことは、課の方に戻って、確認をしたいと思っています。 

０％を目指すという話なのですけれども、出現した後をどうするか

という対処療法的なことをここに挙げていますが、一番大事なこと

は、未然に防止することと、早期発見、そして対応することだと思い

ます。その辺につきましては、例えば日々の授業の中で、子どもたち

の共感的な人間関係を育んでいく、子どもの自己肯定感を高める、自

己存在感を感じる場、「感じる」「高める」という授業をしていくとい

うのを学校の方にも指導してきているところです。先ほど申し上げま

した教育相談体制も強化継続していきまして、なるべき早い段階で子

どものシグナルといいますか、メッセージを感じる、そして出てくる

土壌をつくらない、ということを進めていきたいと考えているところ

です。 

 

◎会長 （他に質問、意見なし） 

それでは、今ご報告いただいたことを評価いただいたということ

で、見直しについても承認いただいたということでよろしいでしょう

か。 

（委員から異議なし） 

 

それでは、次の議題に移らせていただきます。 

次は見直しもふまえまして、２８年度の取り組みを各課から順にご

説明いただいた後に、質問をいただきたいと思います。 

まずは次世代支援課からお願いします。 

 

（3）平成２８年度の取り組みについて 

 

●事務局 平成２８年度の取り組みについて各課から説明 

① 次世代支援課 

・地域子育て支援拠点事業の拡大 

・婚活・子育て応援事業の実施 

・児童クラブ事業の量の確保と質の向上 

・施設分類別計画の策定 

・子育て相談の充実・強化 

② 保育幼稚園課 

・安心して保育・幼児教育が受けられる環境整備の推進 

・保育士の確保（潜在保育士の掘り起し） 

・保育所再編に伴う半年間の引き継ぎ保育の実施 

・新制度移行への支援 

③ 健康づくり推進課 

資料（６月１日号広報）にもとづき説明 

・子育て世代包括支援センター「はぴはぐ」 

・産前・産後ケア事業 
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④ 学校教育課 

・不登校児童・生徒ゼロへの取組みの継続実施 

・専門家配置事業 

 外部専門家（スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセ 

 ラー）による相談対応や事例検討、スクールカウンセラー研修 

 会への各学校教育相談担当の参加 

・子育てラウンジ「あすなろ」事業の継続実施 

⑤ 生涯学習課 

・放課後子供教室 

 地域コーディネータへの相談体制と情報交換、代表者連絡会議 

 の開催、プログラムづくり研修会の開催 

・市イベント等への中学・高校生ボランティアの参加 

 高校生へのリーフレットの配布（２７年度末）、ニーズの把握 

 と発信 

 

◎会長 ありがとうございました。 

各担当部署から２８年度の計画について、何かご質問等ございまし

たらよろしくお願いいたします。 

 

◎会長 先ほど数値をあげられましたので、ちょっと気になったんですけれ

ども、妊娠・出産のお子さんの状態について、不安があるお母さんの

サポートをお医者さんの方でされているということをおっしゃった

んですけれども、９７％のサポートができるということで、周南市で

出産されない方を３％とおっしゃったんでしょうか。 

 

●事務局 ９７％と言いましたのは、出産される方の９７％をカバーしたとい

う意味でございます。出産されるであろう方の見込みということでご

ざいまして、例えば他県で出産される場合もたくさんございますの

で、そこは予測なんですけれども、周南市全部と光市の医療機関もあ

わせて、何かの不安があったという時に、９７％ぐらいを医療機関と

してカバーできましたという数字でございます。 

 

○委員 地域子ども・子育て支援事業の中で、子育て世代包括支援センター、 

周南市版のネウボラというのが「はぴはぐ」という名前で６月１日か

らスタートしていますよね。実際の保護者、利用者からの需要、相談

というのはどのくらいいらっしゃいますか。予想していたより多いと

か、そういうのはどうでしょうか。 

 

●事務局 この「はぴはぐ」の機能としましては、ワンストップ相談窓口とい

うのをあげましたが、お電話の件数が昨日で１週間ということでした

ので、カウントしてみましたら１０数件ということでございます。た

だ、お電話を架けてくださるということは、きちんと意図を持って発

信ができるという皆様でありますので、それだけでは切れ目のない支

援体制というところではないと思っております。新たに嘱託の職員さ

ん、専任の保健師も配置をいたしましたので、気になるお子様、特に
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もう少し深刻な虐待の視点も持たなくちゃいけないという方には支

援プラン等をたてて、家庭訪問させていただいているケースはもう少

し多くなります。お電話・来所等で受ける相談と、そして、そういう

相談がないけれども、発信の力がない場合も多くございますので、大

きく分けて２つの方法論で考えております。 

実際のケースについては、実人数とかは今日はご報告できないとこ

ろですが、それが想像していたよりは多いか少ないかという部分につ

きましては、新規の事業でございますので、どのぐらいあるんだろう

かというところは、わからないところで正直スタートさせていただき

ました。広報等にも大きくページを割くことができましたので、スタ

ートして１週間、１０日ぐらいではありますが、思ったよりはお問い

合わせとか、ご相談のお電話は入ってくるんだなと思っております。 

 

○委員 それに関連してなんですが、その「はぴはぐ」は１箇所で、先ほど

あげられた４事業所を今後作っていくというのは、それとは別の支援

事業をする場所をつくっていくということでしょうか。 

 

●事務局 子育て世代包括支援センターというところに、２つの事業、機能を

入れているのですが、ここに提供量として見込みと書いているのは、

利用者支援事業の枠の中で、それ以外の部分も含めています。 

４事業というのは、もともと保育幼稚園課の事業を平成２９年度２

事業ということで計上しておりまして、それに新しく子育て世代包括

支援センターの２事業を加えて４事業としております。 

 

○委員 保育士の確保の問題についてです。 

実際に保育士を経験されて、結婚とか出産とかそういう理由で辞め

られた方と、保育士を続けたくないという理由で辞められた方が、い

らっしゃると思うんですよね。潜在的に保育士の資格を持っていらっ

しゃる方がたくさんいらっしゃるんですが、保育士の仕事、小学校も

そうですが、責任の重さと仕事量の多さでやめられた方を現場に復帰

させないと回らないという状況だと思うんです。それには今の保育現

場の環境、もしくは保育士さんひとりの仕事量とか、責任の重さを少

し軽減する方法で動かないといけない。周南市独自でそういうことを

考えたりすることは可能なんですか。 

公立の保育士の数が決まっているのは分かるんですが。 

 

●事務局 保育士さんの確保というのは、課題なのかなと思います。 

今、おっしゃられたように保育士さんの数というのは、確かに枠が

しっかり決まっているので、たくさん保育士さんがおられたら、その

分負担が軽減されるんでしょうけど、痛し痒しで「人がいないから仕

事が大変だ、仕事が大変だからやめる」というのをどこかで切ってい

かなければならない。私たちが今、考えているのは、潜在保育士さん

をいかに復帰しやすい環境を整えられるかというところ。まずは保育

士さんをしっかり確保して、それぞれの働きたい形にそった形で働け

るよう検討しています。後は、保育補助者という保育資格がない人が
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保育にあたってもいいというのがありますが、ではそれで安心した保

育を提供できるかという点で、私たちとしては疑問に思っている部分

もあるので、塩梅のいいところを今から探り探りやっていかないとい

けないのかな、という状況です。 

答えになってないかもしれないのですけれども、出来ることは限ら

れているけど、どうにかしないといけないという思いをご理解いただ

ければと思います。 

 

◎会長 今のように、いったん辞められたけれども、何かの事情で辞められ

た方を復帰していただく、復帰のための機関というのも考えらえて

は。 

 

●事務局 市独自で作っているものはないのですけれども、県の方で研修を受

けてないのでしばらく現場に戻ってこられないとかいう人のために、

いろんな事業を今から展開するときいております。 

 

◎会長 その他、ご意見等ございましたら。よろしいでしょうか。 

 

○委員 保育士については、戻ってくれる、戻りたいという環境づくりかな、

という感じもするんですが、企業努力というか、それがちょっとある

のかなという感じもします。 

フルタイムで臨時の人もいますので、そういう人たちは出来れば正

職員にしたい、と思うんですけど、無理して正職員を増やすと経営的

に難しくなるので、ちゃんとした処遇改善をしていかなければ、でき

ないのかなという感じがします。 

 

◎会長 その他、ご意見、ご質問がありましたら。 

（意見、質問なし） 

 

それでは、本日の議題はこれですべて終わりましたので、終了させ

ていただきたいと思います。 

それでは、次第を事務局にお返ししますので、よろしくお願いいた

します。 

 

 8 閉会 

●事務局 会長、それから委員のみなさん、大変熱心なご審議を本当にありが

とうございました。 

子育てに関する意見がこれだけでる審議会はなかなかないのかな、

と感心をしました。是非、みなさんの意見を施策に反映できるように

頑張っていきたいと思っております。「子育てするなら周南市」を実

現してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

今後の審議会の予定でございますけれども、先ほど次世代支援課の

本年度の取り組みで言いましたけれども、子ども関連施設の施設分 

類別計画の策定、これがまとまりましたら、皆様方のご意見をうかが 
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 うための審議会を開催したいと考えております。その際にまた改めて

事務局からご案内をさせていただきますので、よろしくお願いをいた

します。 

以上を持ちまして、周南市こども育成支援対策審議会を閉会させて

いただきます。委員のみなさん、大変お疲れさまでした。 

 

 

 


