
第1回廿日市市保健福祉審議会児童福祉専門部会会議録

１ 日時

平成３０年１１月２８日（水）午後６時００分から８時３０分まで

２ 場所

廿日市市役所 7階会議室

３ 出席委員（15名）

西川委員、吉村委員、川本委員、眞部委員、山村委員、光廣委員、角井委員、平野委員、

吉本委員、亀井委員、大村委員、田川委員、田河内委員、入前委員、塩田委員

４ 事務局職員（9名）

山本福祉保健部長、村上こども課長、久保田子育て応援室長、こども課 今谷企画推進

GL、山崎児童GL、村上保育 GL、尾之上主任主事、子育て応援室 山岡保健 GL、川辺支援GL

５ 内容

(1) 専門部会について

(2) 第 1期子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について（報告）

(3) 第 2期子ども・子育て支援事業計画策定に係るアンケート調査項目について（意見聴

取）

(4) 事業所内保育事業に関する意見聴取について（意見聴取）

(5) その他

６ 資料

・第1回廿日市市保健福祉審議会児童福祉専門部会次第

・資料1 廿日市市保健福祉審議会児童福祉専門部会委員名簿

・資料2 児童福祉専門部会の審議事項等について

・資料3 児童福祉専門部会運営規程

・資料4 第 1期廿日市市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について

・資料5 第 2期廿日市市子ども・子育て支援事業計画策定に係るアンケート項目について

・資料6 児童福祉施設（事業所内保育所）の認可について



7 議事

（事務局）

定刻となりましたので、ただ今から、平成30年度第1回保健福祉審議会児童福祉専門

部会を開会いたします。

では、開会に当たりまして、福祉保健部長 山本からごあいさつを申し上げます。

＜部長挨拶＞

（事務局）

続きまして、委嘱状の交付でございます。本日は、時間の関係で発令通知書をお手元に

置かせていただいております。

誠に勝手ながら、これをもって交付に代えさせていただきます。委員の皆様、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

本日は新しい委員の方もいらっしゃいますので、自己紹介の形で委員の皆様のご紹介を

したいと思います。

恐れ入りますが、西川委員から時計回りでお願いします。

＜委 員挨拶＞

＜事務局挨拶＞

（事務局）

会議に入る前に配布資料の確認をさせていただきます。

・事前にお送りした1枚ものの会議次第

・資料1 名簿

・資料2 専門部会の審議事項とは

・資料3 運営規程

・資料4 第 1期子ども・子育て支援事業計画の進捗状況

・資料5 第 2期子ども・子育て支援事業計画策定に係るアンケート項目について

（就学前・小学生）

・資料6 事業所内保育所の認可について

本日、机上に資料4の差し替えと資料6事業所内保育の追加資料をお配りしておりま

す。恐れ入りますが、事前にお配りしました資料4については、最後に回収いたします。

それでは、お手元の次第により、会議を進めてまいります。

児童福祉専門部会運営規程第5条第 2項で、「部会は、部会委員の総数の過半数が出席

しなければ、会議を開くことができない」と規定されております。

本日は、委員総数15名中、出席委員は15名で、過半数の委員が出席されておりますの

で、本会議は成立しております。

続きまして、次第4 部会長及び副部会長の選出でございます。

児童福祉専門部会運営規程第4条第 2項で、「部会長は、部会委員の互選によって定め

る。」と規定されています。

部会長について、自薦・他薦はございますか。



（委員）

事務局案はありませんか。

（事務局）

委員の皆様、昨年度に引き続き、幼児教育や幼保小の連携に造詣が深い西川委員に引き

続きお願いするのはいかがでしょうか。ご賛同いただける場合は、拍手をお願いいたしま

す。

西川委員、部会長席にご移動をお願いいたします。

今からの専門部会の進行は、児童福祉専門部会運営規程第5条の規定により、西川部会

長にお願いします。

（部会長）

西川でございます。本年度もよろしくお願いいたします。

それでは、副部会長を決めたいと思います。児童福祉専門部会運営規程第 4条第 4項の

規定により、副部会長は、部会委員のうちから部会長が指名することとなっておりますの

で、私の方から指名させていただきます。廿日市市の児童福祉に精通し、長く牽引してこ

られた吉村委員、お願いできますでしょうか。

それでは次第5の 1専門部会について事務局からお願いいたします。

（事務局）

それでは、議事5(1)専門部会について、ご説明いたします。

資料は、2と 3になります。

資料2をご覧ください。

本日は新しい委員の方もいらっしゃいますので、本専門部会の概要と新たに加えた審議

内容について、ご説明いたします。

「1 専門部会の設置根拠」です。

平成24年 8月に制定された子ども・子育て支援法において、市町村は、審議会などの

合議制機関を置くよう努めるものとされました。

本市におきましては、総合的な保健福祉施策の推進を図るため、市の附属機関として、

廿日市市保健福祉審議会が設置されています。

保健福祉審議会を子ども・子育て支援法に規定する「地方版子ども・子育て会議」と位

置付け、保健福祉審議会の内部組織として、子ども・子育てに関する専門的事項を調査審

議するため、この児童福祉専門部会を運営規定を資料3のとおり定めております。

「2 構成員」は、保健福祉審議会の委員のほか、教育・保育・子育ての当事者や事業

主、社会福祉法人、学識経験者など幅広い分野から選任しています。

「3 専門部会の役割」は、(1)から(5)までとなります。（4）「子育て支援に係る施策の

総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び施策の実施状況を調査審議すること」と

あります。つまり、専門部会を通じ、平成27年 3月に策定されました「第 1期廿日市市

子ども・子育て支援事業計画」の進捗状況の審議や次期計画の策定等に意見を述べること

となります。(5)「家庭的保育事業等の認可に関して意見を述べること」についてです



が、児童福祉法第34条の 15第 4項に基づき、「定員が少ない小規模保育事業所」 や

「地域の子どもにも受け入れ枠を設けた事業所内保育所」の認可について審議、意見聴取

するものでございます。このたびは、家庭的保育事業の事業所内保育事業の「おおおぞら

保育園廿日市」の認可についてご審議いただきます。

（部会長）

ご説明ありがとうございました。今皆様ご質問はございませんでしょうか。

それでは次第5の 2子ども・子育て支援計画の進捗状況について事務局からお願いいた

します。

（事務局）

議事5(2)「廿日市市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について」ご説明いたし

ます。

資料は、4になります。

本事業計画は、3つの基本目標の下に 11の基本方針、事業進捗管理するための41の数

値目標が設定されています。

進捗状況につきましては、庁内関係課におきまして数値目標進捗調書を作成し、「取組

内容」や「課題」などとともに「平成29年度末現在の数値」と計画で設定しました目標

数値とを比較・検証し、その進捗状況について把握・確認しました。

Ａ3、4ページにわたって計画に掲げた数値目標の進捗を表しております。

表は、数値目標、その隣に計画に掲げた具体的な取組み、紫色の網掛け部分は 31年度

の目標値、黄色の網掛け部分は、29年度末の現況値、前年度比でございます。

限られた時間ですので、基本方針ごとに数値目標について抜粋してご説明いたします。

基本目標1の「基本方針1教育・保育量を充実させるについて」です。0～2歳の保育

園定員でございますが、人口や地理的条件などから提供区域を中学校区ごととしておりま

すので中学校区域ごとに説明させていただきます。

廿日市・七尾・四季が丘中学校区域です。こちらの地区は、29年度に1つの私立認可

保育園が設置され、30人定員が増加しました。その他中学校区域は、いずれも昨年、整

備はございませんでしたので、定員の増加はございません。4月の時点では、待機児童は

0ですが、年度途中には、依然として待機児童が発生している状況です。

つづいて基本方針2「幼保小が連携し、教育・保育の質を向上させる」でございま

す。第三者評価制度については、昨年度、いもせ保育園、友和保育園で実施しました。

基本方針3「安全・安心な教育・保育環境をつくる」でございます。

ご覧のとおり小中学校の耐震化については、すでに耐震化対策100％を達成しておりま

す。公立保育園の耐震化については、今年度、池田保育園園舎の整備が終わりました。平

成31年 2月末には、公私連携型 丸石保育園の園舎が完成の予定でございます。平成 30

年度末には、この2園の耐震化工事実施園数が加わる予定です。それ以外の公立保育園に

ついては、保育園再編基本構想に基づき、民間事業者などによる建替えを基本線としてお

ります。

続いて、1ページから 2ページ目にわたります、基本目標 2「基本方針 1子どもと母

親の健康づくりを支える」でございます。妊娠中から生まれた母子に対し、切れ目のない

支援をほぼ計画どおり実施しております。1ページ目、目標番号 10番の、乳児家庭全戸

訪問事業の実施割合は平成28年度に比べ、3.4ポイント増加しております。平成29年度



から子育て応援室に ネウボラはつかいちが開設されたことも増加した理由の一つである

と考えております。

基本方針2「身近に利用できるサービスを拡充させる」でございます。保育園の一時保

育の利用者数ですが、平成29年 4月に開園しました、さつき第2保育園において、一時

預かりサービスを実施できるようになったことが利用者数の増加につながっております。

また、子育てアプリ はついく において各種子育て支援サービスの情報発信を行ってい

るところです。

つづいて基本方針3「仕事と子育ての両立を支える」でございます。

8つの目標のうち、5つが前年より目標が前進しております。私立認可保育園が増加

し、延長保育等の実施園が増えたことにより、両立を支える環境が整備されてきておりま

す。また、ワークライフバランスに取り組む企業数は、すでに目標数値を達成しておりま

す。

続いて2ページから3ページにわたります、基本方針4「豊かな心と生きる力を育む」

でございます。

留守家庭児童会の定員については、34名の増加となっております。しかしながら、

まだどうしても足りないという場合は学校の余裕教室を一時的に利用させていただいたり

して、対応している状況です。昨年度末には、地御前児童会の専用施設がリニューアルし

ております。現在、大野東児童会の増築中であり、来年度は、廿日市児童会の増築工事を

実施する予定です。

目標番号27番の放課後子供教室は、留守家庭児童会と異なり、放課後や休日に保護の

必要性を問わず、全ての子供を対象に、地域の学校支援本部が中心となり、実施されてい

るものでございます。その母体となる学校地域支援本部は、全小学校で開設され、中学校

も3校から6校に増えております。

続いて、基本目標3「地域力で子育てを支える」、基本方針 1「相談しやすい環境を整え

て、すべての子どもと子育て家庭をきめ細かく支援する」でございます。

まず要保護児童対策地域協議会におけるケース検討会議件数ですが、前年から 24件増

加しております。達成率が少ない方が良好としておりますが、関係機関から保護要請の声

が上がり、児童虐待の未然防止や早期発見につながっているという意味においては相談件

数が増加していることは、きめ細かい対応ができているとも捉えることができると考えて

おります。

児童発達支援センターの設置箇所数は、四季が丘に福祉型の発達支援センターくれよん

と、陽光台にアマノ病院が運営する児童発達支援センターおひさまの2箇所で、目標を達

成しております。

4ページへお進みください。「基本方針 2．地域住民の子育てへの参画を促進する」でご

ざいます。子育てサポーター養成講座の受講者数やファミリーサポートセンターの提供会

員数等は、増加しており、ほぼ計画どおりの進捗と認識しております。

「基本方針3．地域の子どもの安全を地域で守る」でございます。

廿日市警察署や交通安全協会と連携を図りながら、交通安全教室の実施回数について

も、目標値を目指して推進していきたいと考えております。

以上で資料4の説明を終わります。

（部会長）

ご質問などはありませんか。



では私からいくつか。最初の、この計画そのものが待機児童解消を、というのが非常に

大きな目標だったのですが、保育量を充足するということに対して、大野地域は 59.6％

で阿品台が67.5％ということで、こちらの保育量の見通しはあるでしょうか。

（事務局）

こども課からお答えします。大野と阿品の廿日市西地域で、まず大野については、ここ

の数字で言うと増減がゼロになっていますが、実際は30年度から1つ保育園ができて、

31年度に向けて現在保育園開設、建設中が 1つと、年度途中に保育園が1つできている

ので3つほどはできるということで増えていく予定になっています。次に阿品の廿日市西

地域では、今のところ目処がたっていない状態で、公募してもなかなか難しいという状況

です。

（部会長）

地域格差があるということですね。

（委員）

2点お願いします。1点目は留守家庭児童会の31年度目標値が出ていますが、算出の方

法、どうやって出されたのかということ、それから当該学校の施設等の受け入れ状況が本

当に整っているのかどうかというのが留守家庭児童会についての質問です。もう 1点、こ

ちらへ勤めているもので、以前何回か障がいのある子どもたちが、親と子どもが一人一人

で、親は働かなくてはいけない、留守家庭児童会へもなかなか入れない、けっこう重度の

障がいがある子どもたちと、学校でずいぶん一緒に生活したことがあるのですが、あいプ

ラザでもお世話になったこともあります。そういう項目はどこにあるのか、見たけれどよ

くわからなかったので、現状とそれに対する対策みたいなものがこの中に入っているのか

どうか教えてください。

（部会長）

たぶん放課後デイサービスのようなものでしょうか。

（委員）

入れてくださいとお願いしたのですが、定員が空かなくて入れなかった現状があって、

どうなっているのかと。

（事務局）

障がいのあるお子さんの放課後対策ですが、あれからずいぶん障がい児への福祉サービ

スが進んでいて、児童デイサービスなどがあります。それは飛躍的に提供の事業者数も増

えています。そして、一時は障がいのあるお子さんも留守家庭児童会も利用しておられた

のですが、一番ネックになることに送迎ということがあって、親御さんが迎えにいらっし

ゃるよりも、障がい児のデイサービスを使われると送迎までもサービス提供の中に入るの

で、そちらにずっとシフトしていかれました。だから今では障がいのあるお子さん方につ

いても、そういった理由によって放課後の時間を過ごせるような体制が整っています。ど

ちらかというと障害福祉サービスのほうの充実が後押しをしている状況です。

（部会長）

算定方法をお願いします。



（事務局）

児童会の人数算定方法は、定員は施設の面積で割り戻して、40人が 1つの単位となっ

ていて、1人当たりの面積の基準があり、そこから定員を定めている状況です。括弧の中

に登録の人数があります。登録の人数は平均の登録人数を入れていて、この登録というの

が、申し込みがあった方をすべてその学校の児童会で受け入れるということで、登録者数

に毎月変動があるので、その平均をとっている状況です。定員より登録者数の多い時とい

うのがあります。これは、実際は同じ人が毎日は使っていない、週3日使うという子ども

があれば6割を掛けるということで、利用者数が登録者数とイコールになっていないで

す。だいたい6割ぐらいの方が利用されているということで、数字は定員を超えて受け入

れているように見えますが、現場では広さに応じています。ただ、それでも夏休みにはす

ごく多い時期があって、そういうときは学校の図書館とかを一時的にお借りしてスペース

を確保しているので、ここの数字が定員を超えているのはそういうからくりがあるという

ことです。

（部会長）

留守家庭児童会の問題は利用者のほうでも非常に話題になったりするので、この学童保

育をされている小学校の先生方、どういう状況なのか、また、保護者の立場でご要望をお

聞かせください。

（委員）

中身はちょっとわかりませんが、目標番号40番のあたり、地域の子どもの安全を地域

で守るということで、今、どこの小学校・中学校でも地域の方が朝見守りをしていただい

ています。下校時も立哨指導等も非常に熱心にしていただいて大変助かっているのです

が、ただ、ハード面の整備がどの程度進むのかと思っています。大野東小学校で、児童館

がもう1館建っています。このへんを増やしてもらうと260 人ぐらいできます。本校の子

どもが791 名いますが、横に4月開設の私立の保育園を今作っておられます。そこはお聞

きすると保護者が送迎する、駐車場は一切ないという状況の中で、いろいろな施設はでき

るが交通面のハード面というのがどうなのかと。先日も作られている保育園の所で、そこ

は大変交通量が多いので子どもの接触事故がありました。各小学校・中学校で危険箇所の

要望を出すのですが、予算との兼ね合いもあるのかなかなか整備されていないのが実態で

はないかと思います。本校で言うと260 人の子どもたちが児童館を利用するのはいいが、

今保護者の方が送り迎えをされています。中庭を開放していますが、だんだんグラウンド

が沈んできているのが実態で、本当は車を入れたくないところもあります。ただ、近隣の

方に迷惑をかけることができないので、一時的に開放しています。送り迎えのハード面と

かそういう部分はどうなのかと思っています。ついでにもう1点、32番で、ケース検討

会議件数が、平成29年度末で146 件とありました。これは年度ごとに見ていくと年々増

えています。これはごく当たり前だろうと思っていて、いろいろな複雑な家庭とか、いろ

いろな状況が増えてきていて変動するのだろうと思いますが、これが31年度に半減以下

の62回となっています。少ないほうが良好と右に書いてありますが、果たして半減以下

にできるのかと思うし、少ないほうが良好という考え方は、個人的にはどうかと思うので

す。いかがでしょうか。

（部会長）



今後持ち帰って表現を考えるということのご要望・ご意見として伺ってもかまいません

か。

（事務局）

では、こども課からは、先ほど学校の近くに保育園ができるというお話がありました

が、保育園でして、つきのひかり国際保育園ができる予定になっています。その時の送迎

の対策ですが、あそこは確かに交差点とか四叉路の交差点にできるということで、1つは

保育園の裏に土地を借りて、そこで保護者用の送迎用駐車場を確保すると聞いています。

もう1つは、そこの前の交差点に先生が立ったり誘導したり、台数が送迎で混むようなこ

とがあれば調整に入るということになると思います。他の保育園でも同様に、多い時には

先生が前に立つということは行っています。送迎面で、子どもの人数の多いところはお迎

えを含めて、現状の敷地を活用することを当面やるしかないという状況で、大野東は特に

多い地域なので、駐車場はあれから奥に1つできましたが、校舎のグラウンドを活用させ

ていただくしかないという現状はあるのが確かなので、課題として捉えています。

学校の周辺の交通安全対策ということで、そうした道路の整備は、市では建設部が担当

していますが、教育委員会と連携しながら毎年度危険だと挙がってきている箇所について

順次整備をしています。予算的にはほかにも高齢者の安心歩行についても予算を挙げてい

て、年間約8500 万円の予算を投じてもらっているところです。全てが地域を 1か所に一

度にはできませんが、順次整備をしていく方法で進めていきます。

32番の要対協のケース会議が減っている状況ということで、少ないほうが良好である

という評価はどうなのかというご指摘がありました。要対協のケースつまり虐待対応の件

数は減らしていかなければいけないという目標設定で、虐待対応が減ればケース会議が減

るという考え方でこういう評価の仕方をしてきたということがありますが、ご指摘のとお

り実際には、虐待対応件数は、廿日市市は全国的にも増加傾向にあり、非常に関係機関と

の連携が必要なケース、複雑なケース等も増えているので、ケース会議をすることによっ

て、機能を持った役割分担しながら皆さんの対応、ケースに挙がってきた方の対応をさせ

ていただきたいと思っているので、達成率の考え方については次回の計画のところで今日

のご意見を踏まえて考えさせていただきたいと思います。

（副部会長）

32番の要対協のお話ですが、31年 4月、私どもの法人が丸石一丁目に、児童家庭支援

センターを設置します。これは児童相談所の出張所のような機能を持つ事業所です。現在

広島や福山や三次には児童相談所がありますが、その他の都市にはないです。呉と尾道に

この児家センというのが今できています。県内では3番目に、廿日市に児家センができま

す。こうなると要対協との連携が重要になって、いろいろ子どもとか家庭、虐待とか

DV、こういったことの相談を私どもの法人でもお受けすることができることになるわけで

す。そうすると要対協のほうが若干減るかもしれないということもあると思います。今後

ともよろしくお願いします。

（部会長）

廿日市地区の現状を教えていただければと思います。



（委員）

うちの園では幼稚園と小学校の受け入れをしていて、現在30弱ほどお預かりしていま

す。金剛寺小学校地域にあるので、主に金剛寺小学校、又は幼稚園ではお預かり、アフタ

ーがない園等、かえで幼稚園や聖母マリア幼稚園が主に利用されています。金剛寺地域の

子どもたちは校区内なので歩いて来ています。そのほか地御前小学校の子どもたちもい

て、こちらは送迎をしていて、小学校にお迎えに行って家まで連れて帰り、そこで保護者

の方がお迎えに来るという形でやっています。量的にいっぱいということもあるかもしれ

ないけれど、時間は7時半までやっているので、長時間のお仕事されている方は利用され

ている方が多く、または自然体験活動をやっている関係でうちを選ばれている方もおられ

ると思います。

（委員）

吉和地域在住なので、留守家庭児童会がありません。自主運営という形で、保護者会で

作ってやっている状況で、廿日市市から補助金をいただいて運営をしている形です。

（部会長）

PTAのほうで、留守家庭のことで何かご意見があればお願いします。

（委員）

現在、要望があるということは聞いていません。息子も今中学生なので現状がわかりか

ねます。

（部会長）

そのほかにこちらの中間報告でご要望やご意見はありませんか。

（委員）

ワークライフバランスに取り組んでいる企業数が目標を達成していると。目標値はどの

ような設定の仕方をされているのか、参考に聞かせてください。

（事務局）

計画の策定の時の見込み方でよろしいでしょうか。

（委員）

目標値が少なければ当然達成率は高くなるわけですが、たくさん企業がある中で、目標

値を設定された理由、どういう形で、例えば企業数で1割は目標数にしようとか、そのへ

んはどうですか。

（事務局）

この目標を作っていた時には、経済センサスによって100 人以上の企業が廿日市市内に

41社あった時で、計画を作る時には、平成 25年末には 70社がすでに事業計画というも

のを作っていらっしゃって、1年間で 2社ずつ作っていかれるのではないかと。それまで

の傾向から、当時職場にいろいろ情報をいただきながら1年間 2社ぐらいで、6年間でプ

ラス12社の 82社というふうになるのではないかと推計しました。



（事務局）

＜議事5(3) 廿日市市子ども・子育て支援事業計画策定に係るアンケート調査項目に

ついて＞ について説明

それでは、議事5(3)第 2期廿日市市子ども・子育て支援事業計画に係るアンケート項

目ついて、資料5－1 資料 5－2をご覧ください。このアンケート調査は、第2期子ども

子育て支援事業計画策定の前段階である子育てに関するニーズを調査するものでございま

す。小学生のお子さんをお持ちの1800 世帯、小学生のお子さんをお持ちの 1800世帯を対

象に1月初旬を目途にアンケート調査を実施の予定です。

（部会長）

こども課に確認させてください。この会議の時間内で全部対応したほうがよろしいです

か。それともご要望は後日ということのほうがよろしいでしょうか。というのも、私自

身、10項目ぐらい訂正要望があります。これを全部今から言っていいのか、それともご

要望としてこども課に届けて、検討していただいた結果をそれぞれに返すほうがよろしい

のか、どういたしましょう。

（事務局）

今のスケジュールは、年明け1月 7日にアンケートを発送する形で進めています。期日

から逆算すると、12月 14日までには印刷、封入作業があるので、案を固めないといけな

いという状況です。そうすると、委員の皆さまの意見を反映する機会は来週 12月 7日、1

週間弱を目処にしっかり目を通していただいて、ご意見を承って、修正できる部分につい

ては反映させていただくし、できない部分についてはどういう理由で難しいのかも含めて

委員の皆さまにご説明、ご配慮できればと考えています。

（委員）

国の指定というのがありましたが、廿日市市のアンケートで国の指定がある意味は、デ

ータが国に行くのかどうなのかということと、アンケートの項目そのものの線上に、廿日

市市の子ども・子育て支援事業の何か具体的なものが見えていてこういうアンケートをす

ることになっているのかどうなのかです。

（委員）

失礼かもしれないが、アトランダムに1,800 世帯に出されて、例えば就学前のアンケー

トを記入する回答時間と、回収率は何％ぐらい考えられているのかと思います。というの

が、就学前の16ページ分のアンケートが我が家に送られてきた時に、実際にやったら 30

分かかりました。30分もかかるアンケートを就学前のお父さんやお母さんが、果たして

回答してくれるのかというのが正直なところ思います。一つ一つの質問は意図があって大

切なことなのだろうしこれからの施策に生かされるのだろうと思うが、実際我が家に送っ

てきたら、たぶん妻はずっとテーブルの上に置いているだろうという気がしますが。

（部会長）

でも、必ずアンケートをとって、それから計画をたてるというのが前提だったので、す

べての調査は子ども・子育て支援事業計画を立てる時にとっているはずです。回収率等は



いかがでしょう。あと、こちらの廿日市のことなのにこれと位置づけということも再度確

認の上、こども課でご説明お願いします。

（事務局）

回収率について、前回も同様の質問項目でボリュームもほぼ同じぐらいだと思います。

回答時間も40分ぐらいかかるだろうと思っていますが、前回は45～48％ぐらいの回収率

です。2人に 1人は回収できていると思っています。回収率を上げるために、実は学校を

通じてやると回収率が上がるという結果も聞いていますが、前回との比較ということもあ

るので、前回と同様の方法をとってみたいと考えています。それと、国の指定の設問につ

いて、元々子育て支援法で事業計画を作りなさいと、どれだけ必要な量があるのかという

ものを1つの物差しにしているのかだと思います。それを基に保育園の必要な予算も含め

て今後のニーズ量を計算するのが、1つの物差しで測っていくということだと理解してい

ます。事前に数値の出し方でそういう指定があるということだと思っています。設問以外

の、指定以外のものですが、まず、貧困の調査というか、家庭の状況の調査があります。

県の調査がありましたが、廿日市市でもこれをとって、今後どのような対策を練るとかい

うことに使えばいいと、参考になると思います。これは来年度、結果を踏まえてこの場で

議論をさらにしていくものだと理解しています。それと、図書館の利用とかについても、

今後、市で事業を検討する時に、どんなニーズがあるのか、子育てのために何をやってい

けばいいのかという参考になっていくだろうと思います。今回の調査が子育てしやすいま

ちの最もベースになるニーズを、根拠のあるものにしていくつもりです。

（委員）

例えば、小学生の保護者対象の調査の30番で、毎月お小遣いを渡していますかとか、

お誕生日のお祝いをしていますかとかあるのですが、その延長線上にどういう廿日市市の

施策を想定されているのか、ということがいくつかあったのと、これは必要ないのではな

いかということがけっこうあるので、さっきの質問、国の指定はなぜなのかということで

す。

（事務局）

その部分については、オリジナルなところで、県の調査から抜粋をした部分です。この

調査で小遣いの話が出たから小遣いを渡す施策をうつということではないと思いますが、

ご意見をいただいて、どの項目を県からとっていくかは議論のあるところだろうと思うの

で、ご意見をいただければと思います。

（部会長）

それでは7日までに質問ということですが、ご要望を、訂正・質問があるところを、郵

送すればいいのですか。電話で大丈夫ですか。

（事務局）

まず、事務局の電話番号を書いているので、ご一報いただいたらこちらから、メールア

ドレスを教えていただけたらメールでやりとりをさせていただきたいと思います。それが

難しいのであればファックスとか、やりとりの手段を決めさせていただいて、皆さんのご

意見をスムーズに、こちらのアンケート調査の中に年内に盛り込めるように調整していき



たいと思うので、まずは事務局へお電話ください。担当が今谷と尾之上といいますのでよ

ろしくお願いいたします。

（部会長）

それぞれの委員の皆さんがご担当に伝えて、個々に対応ということですね。

（委員）

子ども・子育て支援に関わる事業等に携わる者ということで、福祉会として、委員とし

て児童発達支援センターくれよんをさせていただいていると理解しています。今回たてて

いる計画自体の策定にあたって、進捗状況等の部分を拝見しても、障がいを抱えた子ども

さんなり親御さんなりの支援についての項目が、相談できる場所として児童発達支援セン

ターが1か所から2か所になったということ以外見当たりません。廿日市市の場合は障が

い福祉計画に合わせて障がい児の福祉計画がたてられているわけですから、役割分担とか

担当分担がどうなっているのか、広島市はどんなふうにされているかと思って、概要版し

か拝見していませんが、広島市の場合は障がいのある子どもさんに対する支援ということ

で、きちんと項目を立てて障害児保育とか発達障がいの子どもさんへの支援という項目も

あります。そういう立場から捉えた時に、1,800＋1,800＝3,600 のおそらく無作為の抽出

ということになると、1割程度は発達的な不安を抱えた親御さんもこのアンケートに答え

ることになった時、実に選択しにくいというか、放課後等デイサービスを利用というと、

その他の中の市民センター、公園などという選択しかなく、留守家庭児童会の説明や放課

後子ども教室の説明はあるが、放課後等デイサービスの説明がなかったりして、すべての

子どもさんが幸せに暮らしていくために計画をそれぞれ立てていく部分があると思うの

で、まずはアンケートの調査対象に当然障がいのある子どもさんを抱える親御さんもおら

れる時に、答えにくいアンケートではないかと思ったので、配慮できるところについては

配慮していただきたいと思います。

（部会長）

具体的にこんな項目があったらいいという案があれば、ぜひアンケート調査のところで

項目の例を示していただいたらありがたいと思います。

それでは次第5の 4事業所内保育事業の認可に関する意見聴取について、保育グループ

から説明をお願いいたします。

（事務局）

＜議事5（4）事業所内保育事業の認可に関する意見聴取について＞ について説明

児童福祉専門部会運営規程の第2条第 1項第 2号に定められております、家庭的保育等

の認可に伴う意見聴取をさせていただきたいと思います。

資料2にも記載しております、この家庭的保育事業には、4つの区分がございまして、

資料2の最下段の表にも記載しておりますが、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪

問型保育事業、事業所内保育事業の4つに分類されています。これらの保育事業の開始に

伴います認可申請に対して、あらかじめ本日の会議において、意見聴取をさせていただく

ものでございます。今回、意見聴取させていただきたいのは、先ほど申し上げた区分の

内、事業所内保育事業所の新設に伴う案件でございます。



資料6の説明に入ります。このたび、廿日市市宮内地区に本市では初めてとなります、

事業所内保育事業の認可申請を受けており、来月、12月 1日開園に向けて、先日、現地

確認等を済ませたところでございます。

事業概要といたしましては、設置主体者は、山口県東部ヤクルト販売株式会社が実施い

たします「おおぞら保育園」で、定員25名の規模となります。定員25名の内、従業員枠

が16名、地域枠が9名となっており、年齢内訳については、0歳～2歳児の内、資料に記

載のとおりです。設置主体者のヤクルト販売株式会社については、現在、認可外施設とし

て、この市役所周辺で定員20名（実際の預かりは10名前後）の従業員のみのお子様を預

かる施設として今月末まで運営を行います。この度の開園をもって当施設は廃止し、新た

に事業所内保育事業として開園する形となります。この事業所内保育事業については、定

員に応じて地域枠を設ける規定があり、この度の25名の定員に対しては 6名以上の地域

枠を設けることとなっております。また、園長に就任する者については、6に記載のとお

りで、過去、公立保育園での勤務経験もございます。

資料6の最下段に記載しておりますが、この家庭的保育事業における本市での運営状況

は、小規模保育事業として宮内にございます「ちびっこいろは園」が定員 12名（現在 8

名在園中）で、平成27年度途中から運営を実施いたしております。

続いて、追加資料にて説明をさせていただきます。

改めて位置についてですが、1ページに記載してあるとおり、廿日市インターチェンジ

北側の近年造成された地内に位置しております。

続いて2ページの職員の配置状況については、認可申請書に記載のとおりです。すでに

必要数以上の保育士を確保されております。先ほどの認可外から継続雇用する方で、大半

を占めております。

3ページの施設概要ですが、土地は保育園に隣接して住まわれております方から購入さ

れた1696.87 ㎡、また、建物については鉄骨造2階建 258.09 ㎡となっております。建物

の1階部分はヤクルトの作業ヤード、2階部分が保育室となっており、準耐火建築物とな

っております。

4ページ目が配置図となります。駐車場も 44台確保し、園庭についても約64㎡程度備

えております。

続いて5ページについては1階の作業ヤードのため説明は省略させていただきます。

6ページの 2階保育室部分は、事務室・医務室をはじめ、0～2歳児までの保育室は稼動

棚において間仕切りをし、廊下を挟み対面には3歳児室（将来的には一時保育に使用予

定）、こども用トイレ、大人用トイレ、調理室が整備されております。調理業務について

は、市内の私立保育園においても実績がございます、民間事業者による業務委託方式で対

応されると確認しています。

そして、7ページは屋上スペースになります。夏場にはプールの設置を予定しておりま

す。

その他、保育室が2階ということでございますので、緊急時における屋外階段やスロー

プの設置が義務付けられており、8ページ目にもありますが滑り台（スロープ）を設置し

てあります。

終わりになりますが、施設面においては、来たる11月 21 日（水）に現地確認を行い、

関係法令及び通知等に適合しておりましたことを報告いたしまして、私からの説明とさせ

ていただきます。

（部会長）



図面では、3歳児が 2人ということですが、書類は 1、2歳児ということで、実際の定

員は2歳児が9人、1歳児が 8人、3歳児が2人で 19人という内訳でしょうか。

（事務局）

内訳については、0歳児が 6名、1歳児が9名、2歳児が 10名という形になっていま

す。

（部会長）

3歳児の保育のところで（2）とあるのは図面と書類が違うので確認をしました。2つ目

ですが、この、入園した子どもたちが卒園、退所していくと、3歳児以降になったらどこ

かの幼稚園や保育園に移るという形になると思います。その見込みで、下のほうに宮内、

地御前、阿品ということで、まだ私立の幼稚園があると思いますが、3歳児以上のクラス

の枠が空いていますか。

（事務局）

3歳以上の枠は、家庭的保育事業についてはもちろん 3歳からの保育も確保しなければ

いけないので、地域の連携園と協定を結ばせてもらうことになります。それと、ちびっこ

いろは園については、すでに公立の宮内保育園と、連携園として3歳からの保育を約束す

る文面を交わしています。ヤクルトさんについても、同じ宮内地域ですが同様に考えてい

ます。

（部会長）

3歳児クラスの待機児は、宮内地域には出ていないということですか。

（事務局）

今のところは、はい。

（部会長）

この子どもたちが退所した後に行くところがないということはないのですね。いくつか

似たような状況が起きているので、確認をしました。

（委員）

継続的に給食の提供もありますね。消防の関係も書いてあったし、職員の勤務状況と

か、市の行政として継続的にそういうことに関わっていかれるわけですね。例えば定期的

に、半年に1回監査をするとか、そのへんを教えてください。

（事務局）

指導監査については、認可の保育園なので年に1回の立ち入り検査があります。市のこ

ども課の職員の中に、巡回で定期的に回っている職員もいるので、そういう職員も含めて

定期的な監査、確認等を行っていくところです。

（部会長）

それでは、次第5（5）その他について事務局から何かありますか。



（委員）

児童福祉法が変わって、虐待に対して力を入れるということがありますね。29年 4月

から児童福祉法の改正で。これについてこの計画とは、特には。ないならいいです。

（事務局）

直接は、この部分とは切り離して考えたいと思います。

（部会長）

それでは最後にもう一度確認しますけど、ご質問等はないでしょうか。質問がなければ

以上で本日の議事をすべて終了させていただきます。アンケートをとったあと、これで実

際計画をどう進めていくのかが、また課題となっています。数値目標の案はこの話が通っ

たら出てくると思いますが、それで良しとするかどうかが、委員の皆さまからの率直な思

いを聞かせていただければと思います。本日は本当にありがとうございました。

なければ本日の議題を全て終了いたします。皆様ありがとうございました。会の進行を

事務局にお返しいたします。

（事務局）

西川部会長、長時間にわたり、ありがとうございました。

今年度の会議の開催予定は、アンケート調査を1月に実施して、その結果のご報告を 3

月中にもう一度実施させていただきたいと考えています。

アンケートの意見について、明日からでもかまわないので、こども課の尾之上、もしく

は今谷までまずはご一報いただいてご意見いただければと思います。

今年度の会議予定と本日の報酬についてお知らせいたします。

まず、今年度の会議の開催予定ですが、3月に、第 2期廿日市市子ども・子育て支援事

業計画に係るアンケート調査の報告を行ないたいと考えております。本日同様、事業所内

保育所などの認可案件があれば、随時開催したいと考えています。委員の皆様には次回の

会議開催時に改めてご報告したいと思います。

次に、報酬のお支払いについてですが、新規委員の方は、口座振替登録及び個人番号届

出書の提出をお願いします。承諾書とともに、書類を同封しております。返信用封筒でご

返送ください。

以上を持ちまして、本日の会議を終了いたします。皆様、お疲れさまでした。お気をつ

けてお帰りください。


