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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１．開会 

事務局 

・令和元年度第５回岩倉市子ども・子育て会議を開催させていただきます。 

・本日は西出委員が欠席ですが、会は成立しています。 

・会議に先立ちまして委員のみなさまにお話ししたいことがあります。傍聴

の方がいらしており、録音をしてよいかと意見をいただいています。委員

のみなさまのご承諾をいただければ許可をしますが、いかがでしょうか。 

会長 

・傍聴者ご自身が確認される意味での録音ですか。 

・後で、傍聴者から録音データが公開されるということであれば、市民の方

もいるので控えていただきたいと思いますがいかがですか。 

事務局 
・傍聴者ご自身の確認のためで、録音データを公開しないということでよろ

しいですか。 

傍聴者 ・はい。 

事務局 

・それでは録音を許可します。 

・事前送付資料、資料２は本日配布の差し替え資料があります。ご確認くだ

さい。 

会長 

・本日はお忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。新型コロ

ナウイルスで不安な日々を送られていると思います。ご自愛ください。 

・このニュースを受けて改めて思ったことは、私たちが安心して、人間らし

く生活できることがこれからの社会で求められていると思います。公衆衛

生の問題だけでなく、子ども・子育てについても同じではないかと思いま

す。本日は計画の確認をしていただきますが、このような観点からも、子

どもたちの生活が守られていくのか、親の生活が守られていくのかを確認

をしていただきたい。 

・パブリックコメントで貴重な意見が出ています。いただいたご意見をみる

と、岩倉の子育ての誇りのようなものを感じました。 

・全員が納得するのは難しいかもしれませんが、一つ一つのご意見を大切に

踏まえて、これでいきましょうという計画になっているかを確認していた

だきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。 

２ 議題 

（１）第２期岩倉市子ども・子育て支援事業計画（案）のパブリックコメント実施結果について 

事務局より、資料１「第２期岩倉市子ども・子育て支援事業計画（案）」、資料２「「第

２期岩倉市子ども・子育て支援事業計画（案）」に対するご意見と市の考え方（実施結果）」

に基づき、説明 

委員 

・No.27について、小学校では、障がいを持つ子どもが在籍する場合には特別

支援学級開設や職員の加配があります。私立幼稚園の場合、職員の知識の

向上だけでは受け入れは現実的ではなく、困難で、市から加配の職員配置



をしてもらえるのでしょうか。 

・No.15について、放課後児童クラブについて、子どもが行きたがらないとい

う人も周りにいますし、いろいろな理由があります。具体的には、児童ク

ラブの中の人間関係、乱暴な子がいるので行きたくないということも実際

にあります。 

・児童館に勤めている友人から、子どもたちは学校の先生の言うことは聞く

が、児童館の職員の言うことは聞かないということもあると聞きました。

現場の職員の声を聞いて、改善できればよいと思いました。 

事務局 

・No.27について、障がいをもつお子さんのために、私立幼稚園に市から加配

の職員を派遣することは現状では仕組みがなく、難しい状況です。例えば、

誰の指示を仰いで動くのか、保育中に事故があった場合に、どこが対応、

保障するのかという問題もあります。 

・ただし、私立園については障がいを持つ子どもを受け入れる際に支援が必

要ということは理解しています。 

・認定こども園の場合は、国の制度で施設型給付として運営費に対する加算

はあるのですが、人員の確保をするために十分なほどの加算ではありませ

ん。 

・計画上では、公立・私立区別なく、障がいを持つお子さんの受け入れを行

っていきたいと考えていますが、主に公立保育園が担っていく役割と考え

ています。公立保育園の方がノウハウが十分にあるので、それを私立園の

先生方に伝えて知識と理解を深めていただくということから進めている状

況です。 

・No.15について、放課後児童クラブは働く母親が増えている中、利用者が増

えています。保育園や幼稚園と異なり、全員が行くものではないというこ

とに子どもたちが気づきます。そのなかでも、少しでも子どもがリラック

スして過ごせるように、充実した放課後を過ごせるように努力していると

ころです。 

・もちろん職員の悩みもあり、職員同士で話し合い、内部研修も行っていま

す。職員も悩みなく、子どもも健やかに過ごせるようにと努力していると

ころです。 

委員 

・私立園での職員の加配が難しいことはよくわかりました。 

・障がいを持つお子さんについて、公立が基本ということはわかるのですが、

もし私立園を強く希望される場合で、国からの補助金が少ないのであれば

市から補助金を出すことは難しいのですか。 

事務局 

・そのような部分はできていません。 

・これまで主に公立保育園で障がいをもつお子さんの受け入れを行ってきて

います。いろいろな制度もできており、保護者の方が私立へ行きたいとな



った時には、今後は私立園での受け入れについては相談しながら進めてい

きたいと考えています。確かに、職員を派遣したり、満額を補助したりす

ることが一番なのですが、難しいです。課題としては持たなければいけな

いと考えています。市から一方的にお金を出すからお願いしますとは言え

ません。私立園側の受け入れ体制の課題もあります。このため、「必ずやる」

ではなく、「働きかける」という表現になっています。 

会長 
・私立園、認定こども園の現状についてお伝えしたいことがあればお願いし

ます。 

委員 

・私たちは「障がい児」ではなく、「特別支援」の呼び方で、障がいを持つお

子さんを実際に預かっています。基本的な時間では、職員の加配ではあり

ませんが、補助やフリーで動ける職員を配置して、子どもの安全を守りな

がら保育・教育を行っています。 

・公立園でのケース検討会があれば参加して学ばせていただいたり、保健セ

ンターと一緒に個別に計画を立てて、実践も行っており、何もしていない

ということはないと思います。真摯に取り組んできたという自負もありま

す。何もやっていないというニュアンスで捉えられているとつらいです。 

委員 

・そうではありません。実際に私も子どもが通う園で見ています。 

・障がいには軽度の方も、重度の方もいらっしゃいます。将来的に、小学校

ではなく特別支援学校に行かれる方も、普通学級でグレーゾーンとして行

かれる方もあります。 

・私立園でも障がいを持つお子さんを受け入れて、先生方が取り組んでいる

ことも見ています。 

・それならば市からの補助が出して欲しいという意見です。 

委員 ・ありがとうございます。 

事務局 

・金銭的な補助については難しい状況ですが、認定こども園については、制

度上加算があります。また、市を介さず、県から直接受けられる特別支援

に関する補助金もあります。私立園側がいろいろな制度をうまく使ってい

ただきたいと思います。 

・金額的な面でお約束はできませんが、協力はしていきたいと思います。 

委員 

・私立幼稚園で障がいを持つお子さんを受け入れると、１人当たり 78万円の

補助がつきます。この補助をもらうためには、お子さんの保護者が診断書

を提出しなければいけません。 

会長 

・市以外の補助制度も活用しながら、私立園でも障がいを持つお子さんへの

対応を既に工夫してくださっているということです。 

・子どもたちの十分なケアという点では、もっと補助があったらよいのにと

いうご意見は保護者の方も私立園の先生方も同じ思いではないかなと思い

ます。 



・市はこういった課題があることは認識しているので、改善について話し合

いを含めて検討していくことが計画書に掲載されている意味だということ

をご理解いただければと思います。 

・No.15についてはよろしかったでしょうか。 

委員 ・はい 

事務局 

・今回はご意見の数が多かったので、事前に送らせていただきました。パブ

リックコメントでは、いただいた意見を原文に近い形で掲載し、回答を示

しています。 

・本計画は数字の羅列ばかりで、冷たいのではないかという意見もいただき

ました。しかし、本計画は国の方針で、ニーズ量を把握しながら、それを

市が受け入れることができるかを調査して、確保目標量を頑張って立てな

さいということを全国一斉に行っている内容だということを回答させても

らっています。 

・外国籍の子ども、障がい児、病児保育については現状を示して、考え方を

述べています。 

・修正すべきところは修正させていただきます。 

委員 

・感想になるが、この会議で目指したところが、ニーズ量を把握して、それ

を満たしていくためにどのようにしていくという量を検討することでし

た。個々を見ていくと、数値だけで、違和感を感じるものが出てしまうか

もしれません。安心して働ける、子どもを産んで安心して預ける場所があ

る、安心して預かれる場所を増やしていこうということを量だけで示して

いるように感じます。 

・今後は質について考えていかなければいけないと思います。 

・私としては、働く女性を支えていくことも大事ではありますが、孤立して

子育てしている女性も大事で、そこをどうするかをあまり話し合える会議

ではありませんでした。ニーズ量を追っていくことで、もれ落ちている部

分があることを気付きながらも、その話し合いをこの場ではできなかった

と感じます。 

・この会議の他にも、児童館では児童館運営委員会など、子どもに関する会

議もいろいろあります。そこでは、支援の制度からこぼれてくる人たち等、

多様化に対してどうするか、この施設の今後を話し合う場が必要になって

きていると思います。いろいろな場で話し合いが持たれていくことを期待

します。 

会長 

・この会議では、すでに求められているものを超えた議論がされているとは

思います。しかし、会議の性格上、計画がニーズ量を調査して、どのよう

に確保するのかを求めることが目的とされているので、この場で議論した

ことも計画に十分盛り込めなかったところがあります。 



・実際に運営していく中ではそれぞれの会議があります。その思いが伝わる

ようにしていただきたいと思います。 

事務局 

・ありがとうございます。決して質を置いてきぼりにしている訳ではありま

せん。この会議でも質の話はしてきました。ただ、パブリックコメントで

は、量のことを指摘されていますが、この計画が国全体では、待機児童が

出てきている中で、何とかしなければいけないということが大前提にあり

ます。 

・パブリックコメントでは、岩倉市の教育・保育の質は良いという意見で、

その質を落とさないでほしいという意見でもあったと受け止めています。

質は維持していくことは当然やっていくことと考えています。 

委員 

・No.14について、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンターでは、お

願いしたいけれど断られる状況があります。病児で断られた件数というも

のは把握されているのですか。 

事務局 

・利用された結果の件数であり、断った正確な件数の把握はできていません。 

・保護者から、病院には平日に休みがあって、利用できないというご意見を

直接いただいていました。 

・病児・病後児保育については、利用件数が０件の日もあります。定員だけ

を増やして、市の支出を増やして、利用件数が０件ということも想定され

ます。 

・そこでそのような声に応えるために、病後児保育室を開設し、また、市外

の施設の利用への補助を行っています。 

会長 
・今後のためにサービスの利用を断った数値を把握して、第３期の時には使

えるようにしていただけるとよい。 

事務局 

・医療法人への委託で実施している事業であり、断った件数を把握すること

は先方の事務的な負担を増やすことになるので、一度相談させていただき

たい。 

会長 

・検討していただいてもよいと思います。 

・ただし、そのニーズがわかったからといって、５人の定員を設けても、毎

日５人利用するわけではないということであれば、できるだけニーズを踏

まえながら計算していただくしかないと思います。 

事務局 

・病児・病後児保育は、瞬間的に集中して、通年で利用があるわけではない

ので、施設の運営面では難しい部分があります。医療機関の病児保育なら

ば、看護師がついているが、通常は病院の看護師が病児保育にまわるなど

のやりくりをされており、全く利用がない時期に看護師を１人確保してお

くということも難しいです。単独で病児・病後児保育を行っているＮＰＯ

法人の場合は、さらに人員を確保するために調整すればよいのか難しいと

考えています。 



会長 

・今後ニーズ量の調査の仕方、利用の仕方について検討していくということ

になると思います。 

・No.14の回答についてはよろしいでしょうか。 

委員 ・はい。 

事務局 

・アンケート調査結果で病気やケガで保育・教育サービスを受けられなかっ

た経験を聞いています。25％がその経験があり、その対応は「母親が仕事

を休んでみた」と回答している比率が高くあります。病児・病後児保育を

使わなかった理由を聞くと、「施設を利用したいとは思わなかった」６割超、

「他人に預かってもらうのが不安」「自らが休んでみたい」という意見が多

く、「利用条件が合わなかった」という意見も 20％ぐらいあります。集中し

たときに利用できなかったのか、時間などの条件が合わなかったというこ

ともあるかもしれません。 

・数字上は把握しているが、実際の需要を全部受けられているわけではない

ということを市も理解しています。 

会長 ・議題１の資料２について了承をいただいたということでよろしいですか。 

委員（全員） ・はい 

２ 議題 

（２）第２期岩倉市子ども・子育て支援事業計画（案）の承認について 

事務局より、資料１「第２期岩倉市子ども・子育て支援事業計画（案）」、資料３「第２

期岩倉市子ども・子育て支援事業計画（案）主な変更点一覧」に基づき、説明 

会長 
・Ｐ76以外はパブリックコメント前に変更した点、Ｐ76はパブリックコメン

トを受けて変更した点ということです。 

事務局 
・前回の会議を受けて修正させていただきました。前回お出しした資料が精

査できていなかったということをお詫びします。 

会長 
・前回の会議でいただいた意見を踏まえて、修正していただきました。 

・追加のご意見はないということでよろしいですか。 

委員（全員） ・はい 

会長 
・事務局の提案した 議題２ 資料１計画案を承認するということでよろし

いですか。 

委員（全員） ・はい 

会長 
・（３）その他についてもないようでしたら、本日の議題はこれで終了といた

します。 

３ その他 

事務局より 

事務局 

・委員のみなさまには昨年度から今年度までの２年間の任期でお願いしてい

ます。例年は年に１～２回の会議ですが、計画策定があるため、平成 30年

度に３回、令和元年度に５回の会議を開催させていただき、ご協力いただ



いた。ありがとうございました。 

・来年度は新しい任期が始まるので、役職の方は推薦もお願いしながら、改

めて委員をお願いしたいと考えています。 

委員 

・お願いがあります。先ほどお話が出ていた「質」の部分について、さらに

議論が深まるような会議を市でお願いしたいと思います。質を担保するた

めには予算が大きなウエイトを占めると思います。質の向上と予算につい

て、保護者や市民委員がいるところで検討できるとよいと思います。 

事務局 

・岩倉市子ども・子育て会議では質の話をしないわけではありません。今回

は計画で量のことを定めていく必要があったため、これに終始してしまっ

たということです。当然、通常の本会議では質についてのご意見もいただ

きたいです。 

・予算については、必要なものに関しては、市全体のバランスをとるなかで、

要求できるものはしていきたいと考えています。 

委員 

・本会議でも質についての議論がなかったわけではありません。現場の声を

聞き、お母様方の意見もいただきました。しかし、その内容を計画書に載

せることができませんでした。これで終わりではなく、続けていただけれ

ばと思います。 

委員 

・パブリックコメントでは大事なご意見をいただきました。本質的には計画

に盛り込むことも大事ですが、計画の性格、限界もあります。この意見も

終わりではなく、他の場でこの議論を続けていけるかが大事です。 

・個人的に岩倉市ＰＴＡ連合会の役は終了するので、来年度の方に引き継ぐ

ことになります。来年度の開催回数と内容を教えていただきたい。 

事務局 

・本会議は、例年本計画の年度ごとの進捗状況の実績を報告させていただき

ます。 

・保育部門、放課後児童クラブの確保量が変更になるときには計画書を変更

しなければいけないので、この会議の承認を得なければなりません。その

時期によって、１～２回になります。 

会長 

・この間たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。計画に求

められている以上に岩倉市の子育てを良くしていこうという委員のみなさ

まのご意見をいただきました。計画に載せられない部分があることは、つ

らい部分ではありますが、引き続き委員を担っていただける場合には、計

画の意義を分かっていらっしゃると思うので、計画を実施していく段階で、

ここで議論されていたことが実現に向かっているかどうかを確認してほし

いと思います。 

・市は予算の問題もあると思いますが、本会議で出された意見を何らかの形

で活かしていただきたいと思います。 

・新しい会議を立ち上げることは難しいかもしれませんが、今回の計画策定



の過程でフォーラムを実施しました。そのような形の語り合う場を設けら

れるとよいと思います。来年度以降の会議でそういった話ができれば実施

することも可能ではないかと思います。 

・計画を数的に粛々と進めていくのではなく、岩倉市は子育てが充実してい

くように支えていきたいと思っていますし、みなさまのご協力もいただき

たいと思います。 

・会議の運営にもご協力いただき、ありがとうございました。 

事務局 
・これを持ちまして、閉会させていただきます。ご協力ありがとうございま

した。 

 


