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令和元年度第３回廿日市市保健福祉審議会

児童福祉専門部会 議事録

◎概要

日時 令和元年 11 月 26 日（火）午後６時～

場所 廿日市市役所 ７階 会議室

出席委員（敬称略） 西川部会長、吉村副部会長、入前委員、亀井委員、田川委員、田河

内委員、平野委員、眞部委員、山村委員、吉本委員

会議内容
１．開会

２．福祉保健部長挨拶

３．議事

（１）第２期廿日市市子ども・子育て支援事業計画 素案について

（２）スケジュール

・次回第４回専門部会（令和２年３月）

第２期子ども・子育て支援事業計画 最終案の確認

・第 1回保健福祉審議会（令和２年３月）

４．その他

５．閉会
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◎会議内容

１．開会

２．福祉保健部長挨拶

３．議事

部会長

本日は、委員総数 15名中出席委員は１０名、過半数の委員が出席されているので、本会は成立し

ております。

（１）第２期廿日市市子ども・子育て支援事業計画 素案について

【事務局説明】

部会長

前回の素案よりもすっきりして内容もよくわかった。計画に一番影響を及ぼすところが事業計画の中

身、第３章だと思う。今日は若干少なめで、30 秒～１分程度でひと言ずつお話しいただきたい。特に

第３章事業計画のところで何をやっていくのか、助言をいただきたい。

委員

25 ページ、保育の質の充実について、「保育士等の人材の確保」で、保育士の勤務労働条件と保

育の質の向上は相反するものであってはならないと思う。保育士の人材確保について２つ例があるが、

具体的に説明してほしい。そして、保育士の人材はこちらが決められるものではないと思うが、市立の

保育園なので保育士の増員があるのかと、33 ページ「特定不妊治療費助成事業の実施」について、

個人的に、市の人口増加をさせていく重要な点ではないかと思う。助成事業についてもう少し詳しく

具体的に説明してほしい。それから 40 ページ「障がい等のある子どものいる家庭への支援」で、①に

「学校等での特別支援教育の充実」とあるが、書かれていることはもっともだが、これ以上何ができる

のか。人員の確保もできているし、さらにやっていく具体的なことを教えていただきたい。

部会長

重複するところもあると思うので、皆さんにひと言ずついただいてから回答していただく。

委員

基本目標と重点施策のところがわかりやすく書いてあると思った。特に重点施策のところは、「何が」を

しっかり書いて、そのあとから事業計画となっているのでわかりやすい。最近の子どもの状況で、変化

が大きいのか、貧困のことと発達のことが、今まで見えていても何もされていないという状況が多かっ

た。見えている発達障がいではなく、潜んでいて気になるところがとても大事で、ここをすくい上げてい

かないと豊かな生活にならないと思うので、そのあたりを充実できるぐらいの対策をすべきだと思う。
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委員

前回の障がいのある子どもさんがどこの保育園に行けるかがわかって、久しぶりに会ったらとてもうれ

しそうな笑顔で良かったと思う。４か月健診の未受診者についても、廿日市市はとても充実していると

思う。発達障がいの子どもさんについて、保育園の先生たちもそうではないかと思っても、母親にその

ことを伝えられなくて、小さいうちに治療すればもっと早く良くなる子どもさんが多いのではないかと思う。

小学校へ上がるまでに面接等やってもらえたらいいと思う。

副部会長

40 ページ「配慮の必要な子どもの支援を拡充する」の主な取組①に「きめ細やかな対応ができる相

談支援体制の充実」とある。障がい等のある子どもを、家庭への支援の場合、しっかりサポートする体

制が必要ではないかと思う。相談支援体制の充実を図るということで、これをもう少し具体的に、体制

の充実に向けて案があれば教えていただきたい。それから 41 ページ②に「就労に有利な資格取得

のための生活費補助の実施」とあるが、資格取得の種類にはどんなものがあるのか、生活費補助の

具体的な対応はどうなのか、それを知りたい。

委員

今回の資料は読みやすくて、アンケートの位置も見やすかった。25ページ「幼児教育・保育施設の充

実と質の確保」にある幼児教育アドバイザー派遣事業の積極的活用や巡回支援など、市の職員だけ

でなく、そういう活用もしっかりしていただくことが保育士にとっても市にとっても大切なことと思うので、

十分活用していただくことを望む。それから、33 ページ不妊治療の助成事業も詳しくわかるといい。

40 ページ「療育支援研修の実施回数」が２回から 10 回になっているが、普段保育士は子どもを目

の前にして、どうにかこの子を療育につなげたいだとか、両親の思いを汲み取っていきたいという気持

ちが強いので、回数が増えるのはありがたいが、研修に出ることで時間的に子どもたちをみる職員の

配置なども大事になってくるし、オーバーワークにならないか少し懸念がある。保育士の研修と伺った

からわかったが、この表現では誰の研修かと思う。

委員

29 ページの主な取組①安全な教育・保育施設設備の確保に「通学路や散歩ルート（園外活動）の

安全点検」とあって、ＰＴＡとしても教育委員会に明日、要望事項として提出するが、毎年この事業の

安全点検がどう具体的になされているかの結果報告を聞いたことがないので、具体的なことを皆にわ

かる感じで教えてほしい。障がい者関係の仕事をしている。早期発見が一番大事と書いてあったが、

高齢の方は両親の年齢もあってどうしたらいいのかということもあるので、やはり早期発見は大事で、

その支援体制も大事なので、書いてあることがちゃんとできたらとてもいい市になると思った。

委員

気になったのは 34 ページ「特定不妊治療の申請者数」で、市がどうやって把握できるのかと疑問に

思った。どうやって調べるのか気になった。周りも母親や保育士から、40 ページにあるように発達が
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気になる子がいるのだけれど直接言うと『私の子は違います』と返ってくることもあるので言いにくいとい

う声を聞いたことがある。未就学児の発達支援の教室の手伝いをしていて、廿日市市には意外にな

いと思った。早くから手伝っていれば学校ですんなりと集団で生活できるようになると言われているの

で、この資料どおり充実してくれたらいいと思った。

委員

29ページ①安全な教育・保育施設設備の確保の「保育園の老朽化対策・耐震化」で、いろいろな所

の修繕を行いたいが、なかなか応えることができない。あと、防災マニュアル、いつどんな災害が起こ

るかわからない時も園としてどうするか考えなければならないと思うが、いざという時にそういう立場に

なったら誰が助けに来てくれるのか、保護者の方には伝えることができるけれど情報が何も入らなか

った場合はどうするのか、市役所にどうやって連絡したらいいのかというのも現場の声だが、保護者も

水害があると混乱もするので、マニュアルは重要だと思う。気になる子どもについて、私たちも早めに

支援させてあげたいが、接し方と職員の資質の向上のことでどうしたらいいか考えている。

委員

前回と全然違って内容が細かく記載されており、私たちも分かりやすい内容だった。この内容がその

ままできたらすごい事だなと思いながら、一つ一つの項目を深く見ていかないといけないところが多い

のかなと感じている。先ほどから言われている「気になるお子さん」も障がいという名前がつく前に大丈

夫なのかなと心配に思う子もいるし、幼保小連携という部分で、昨日小学校へ参観に行ったが、その

中での保育園とのギャップとか、現時点で気になる子が小学校でさらにどうなるのかと感じた。就学前

の健診であってもいいのではないかと感じている。幼保小の連携や気になる子どもさんをもっと深く考

えていかないといけないと感じている。

部会長

たくさんの事業があるので、効率化と連携化をしていくと質が良くなっていくと思う。アドバイザーをして

くださる方であれば保育講座を担当して下さるアドバイザーのほうがいいだろうと思うし、乳児健診があ

れば発達障がいの早期発見をつなげて質を上げてもらったらいいのではないか。健診の時にまた仕

事をしたいと思うお母さんがいるので、出前出張でハローワークから行ってもらうと、健診に行く意義が

出てくると思うので、このつながりをしていただいたらありがたいと思う。また廿日市市の四季が丘地区

は３歳未満児が足りない。また、施設の状態が良くないということもあるので、定員とともに耐震化と改

築を効率的にお願いしたい。それぞれの基本事項を連携させてやっていただきたい。令和で新しいこ

とや、不妊治療もあるが、それと一緒に産婦人科と保健師そして医師会と連携していただきながらや

っていくと、質が上がってくるのではないかと思う。私は発達障がいの研究者で、研修のファシリテータ

ーで行くが、通常研修だけでなくワークショップのようなことをやると非常に質が上がってくることがある。

ひきこもりの人の３分の１が発達障がいであるという報告もある。その中でも社会不安や、潜在型でな

い発達障がいの方は、何回も確認するなどの、対応策をやっていくと適応できるようになる。実践的

な研修をしていただいたら、実があると思う。母子支援施設を利用されている方の再就職のことも考

えて、有益な資格を取りたいということもあると思う。すぐに欲しい方の所にピンポイントにやっていただ
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きたい。施設は、効果が出ないと厳しいのでぜひ行っていただきたい。事務局から、質問や要望で答

えられることがあればお願いしたい。

こども課

多くのご意見をいただいて、すべてをすぐにお答えするのは難しいが、答えられる範囲で答える。まず、

人材確保の手段の補助の中身とか、直接というよりも職場の環境、働きやすいということ、保育の補

助をつけるとか、家賃の保障とか、具体的なものは行っている。まだ保育園で働いていない方を就職

ガイダンスとかを使って相談に乗ったり保育園を紹介したりする。人材バンクもあるので連携してやっ

ていく。不妊治療の内容は専門のほうから答える。気になる子どものところと療育支援の教育の充実

のところは担当からあとで答える。重点に挙げている気になる子どものところは、今日皆さんのご意見

をいただきながら、重点に挙げたところが今日のポイントになっているので、具体的に気になる子どもを

どう早期発見するのか、先ほどの健診を活用してということとか、就学前に健診できないかということ

は、今すぐこの計画があるから事業ができたわけではなく、ここに書くことによってそういう取組をこれ

から市の中でも考えていこうと、今やっていることにどう加えていけば効果的にできるかというのも、こう

いう計画に載せることで今後できていくのだと思っている。ご意見をいただいたことはしっかり受け止め

ていきたい。やった結果報告をちゃんと返せていない部分もあるかもしれないので、しっかり伝えるよう

にする。保育園の老朽化とかマニュアルは保育の質にもつながるので、財源をしっかり確保しながら

やっていくことを今度保育園の再編の計画にも含まれていくという形に、この計画をもとに再編計画を

連動して作っていく形になる。老朽化対策もハードのほうはそちらに書いていく形になる。ひとり親の資

格取得は、高等技能の保障制度があり、看護師になるとか保育士になるという時は大学に通いなが

ら、生活費は多い人で月 10万円で、生活費を渡すことで大学の４年間学業に専念してもらう仕組み

がある。こういうことを広げていく。

障害福祉課

多くの委員から発達に関する意見や質問をいただいた。今の発達支援は行っているが、これ以上何

ができるかとか、潜在的な発達障がいのすくい上げはどうか、相談支援体制が十分なのか、発達障

がいの早期発見が重要なポイントではないかとか、いろいろご意見をいただいたが、障がい福祉のサ

ービスにつながれている方は、今から療育を経て社会性を身につけるとか少しでも発達の特性を生

かした社会に向けての生き方をしていかれると思うが、まだまだそういった福祉サービスにつながれて

いない方は多いと思っている。行政の障がい福祉の窓口もあるが、乳幼児健診での保健師との対面

とかでまずは見つけられていくと思う。発達支援センターもあるが、まだまだ少ないかもしれない。乳幼

児健診とか、兄弟が発達支援センターを利用している方とかから、何か疑いのあるお子さんがいらっ

しゃったら支援を広げていきたいと思う。一つのツールの紹介としてサポートファイルというのを作って

いる。県が広めていっているものだが、乳幼児健診で発達についての指摘を受けた保護者の方が支

援者に伝えていくのに、サポートファイルに示していただいたら説明を言っていただかなくても大丈夫

なように用意している。連携が必要だと考えているので、新しいことをするわけではないが、引き続き

充実させていきたい。
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子育て応援室

廿日市市で行われている特定不妊治療費助成事業は昨年平成 30年度から始まった。これは広島

県で行っている特定不妊治療支援事業という県の事業の上乗せ事業ということで実施している。対

象は、妻の年齢が 43 歳未満に治療を開始したもので、夫婦の前年の所得が 730 万円未満などの

条件がある。県では治療ステージＡ～Ｈすべて助成しているが、廿日市市ではステージＡ～Ｈの中で

Ｃ・Ｆ以外という条件でやっている。このＣというのは、以前に凍結した胚を解凍して、胚移植を実施す

るもの、Ｆというのは採卵したがいい卵が得られなかった、また状態のよい卵が得られないため中止と

いう、この２つを除いている。助成回数が年齢で決められていて、治療開始が39歳以下だったら６回、

40歳以上だったら３回と、県の助成事業と同等の対象条件としている。助成額は広島県で初回加算

が 15万円、助成１回につき 15 万円で、初回で合計 30 万円の助成がある。県の保健所が申請窓

口になるが、廿日市市に該当すると廿日市市にも紹介される。廿日市市の窓口には広島県で申請

された方が県の決定通知を持って申請されるので必然的に対象者となっている。ただ、滞納があれ

ば難しいので、滞納状況を確認して大丈夫であれば助成決定する。廿日市市では１回につき 15 万

円助成があり、県で 30 万円、市で 15万円なので 45万円が最高額。上限 15万円なので、下回る

方もいる。申請された方の把握は、県からきちんと紹介されてくるので数は把握できている。

部会長

子どもたちの発達に関心を持っていただいていることはありがたい。発達障がいのような状況が出るの

は、家庭の状態とか過敏性があるとか気質とかで、機能の障がいとは限らない場合が実際にある。で

も、対応策のところは似ているところがある。ケアは、診断が出ていなくてもこだわりが強いとか過敏性

があるとかは、同じようなやり方があるので、対応の研修は診断が出ても出なくても知っていたら、保

育士や親御さんが不安にならないと思う。発達障がいに関する、怖いとか、診断されたら困るというこ

とのハードルを下げたらいいと思う。これにより、今回「配慮が必要な」という表現で記載していただい

ていると思う。

さらに確認したいとか聞きたいとかあるか。

委員

予算なので、ここに書かれてあることがそれぞれ具体的になって廿日市市で実施されれば素敵なこ

とだと思うが、お金がかかることもたくさんある。学校の中の障がいのある子どもたちのケアということで、

支援の方に来ていただくのもお金がいる。特にマンパワーにはお金がいる。そのあたりとこの計画との

関わりというか、予算の分捕り合戦になるのか、５年計画があるので見通しが立っているのか、聞かせ

てほしい。

こども課

これに予算の裏付けがすべてあればいいが、予算の裏付けがあってできているものではない。逆に、

これを書いて初めて予算の交渉ができると思う。ここにないものを予算要求してもなかなか実現でき

ない。これを市の子育ての計画にすることで予算要求をしやすくなるという位置づけである。書いたか

らといって絶対予算がつくものではないが、予算を取りやすくなるということはある。
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委員

ここで議論していることは、これから行政の中核的な役割を担っていく中身だと思う。頑張ってほしい。

委員

76 ページ「病児・病後児保育事業」の説明で、病児保育の施設「ゆう」が１か所しかなくて、希望があ

ったのに現状維持で増やさないということ、病児の保育施設があることで働く方が安心して子どもを預

けて働けるし、子どもも病児をみてくれる施設にいられることで、互いにいいと思うが、１室も増やせな

い理由を聞きたい。

こども課

病児・病後児保育事業で、毎日必ず預ける施設ではないというのが一番大きな要因だが、体制は毎

日作っておかないといけなくて、０人でも保育士も看護師も雇用しておかないといけないので、子ども

の数とか人口によって、何となく施設の数の基準が業界ではあるようだ。だいたい 10万人に１か所と

聞いている。今、廿日市にはアマノさんが事業所内でやっていて、実際は２か所になる。施設の中の

従業員だけということ。今「ゆう」の実績をみると 1000 を超えたのが平成 27年だけで、２か所になれ

ば単純に半分になる。かなり赤字も覚悟の上でやっていただいているところもある。アンケートにはあっ

たらいいと書かれ、とても要望が多い。実際に預けるのは自分の子どもが病気になってどうしても行か

なければならない日だけなので、要望と現実の乖離が大きすぎて、こうなっている。広域で協定を結

んでいて、広島市や大竹市も利用できる。

委員

人件費もかなりかかるとわかっているが、不測の事態に備えての病児・病後児なので、理由は入れな

くても、こういう所が利用できると周知されていれば親は安心だと思う。病児・病後児は預けるのが大

変で医者にかかってから行くという段取りがあるので、それならそこに預けないで誰かに預けるという

選択をしていると思った。

副部会長

40ページ、障がいのある子や発達の気になる子の相談支援体制を市として具体的なものがあるわけ

ではないが、児童発達支援センター等の関係機関と連携を図ってやっていくという話だった気がする。

今、大野の西地区に、名前が似ているが、児童福祉法に基づいた児童家庭支援センターができてい

て、児童相談所のミニチュア版のような機関だが、ここが少しずつ取扱件数を増やしている。先日、

中学３年生の男の子が母親に気に入らないことがあって包丁を突き付けた事件があった。学校と教

育委員会からこの児童家庭支援センターに依頼があって対応した。問題行動のある子の支援という

ことになるが、少し良い方向に行っていて、学習支援に行ったり子ども食堂に参加したりして、だんだ

ん友達の輪が広がって明るくなってきた、そういうケースもある。この４月にできたばかりの機関だが、

こういうところに行政も目を向けていただいて便宜を図っていただければと思う。児童家庭支援センタ

ーコスモスという名称である。
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部会長

いろいろなサービスをやっている所の情報が子育て家庭に届きやすい仕組みをお願いする。

こども課

36 ページ②身近な相談相手・場の充実という所に表現している。

（２）スケジュール

・次回第４回専門部会（令和２年３月）

第２期子ども・子育て支援事業計画 最終案の確認

・第 1回保健福祉審議会（令和２年３月）

こども課

このように集まって意見をいただくのは今日が最後である。次回は令和２年３月。最後にまとめて製本

に近いものにして、審議会に諮問する案を示したい。３月下旬になると思う。それまでに議会への説

明やパブリックコメントを経て、それを反映させたものを皆さんに示したい。まだまだご意見や気になる

点があれば、12 月や１月ぐらいまでは十分修正もできるので、個別でいただければと思っている。年

度末ぎりぎりぐらいになると思うが、改めて日程が決まったら皆さんに連絡する。

４．その他

事務局

特になし。

５．閉会


