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岩国市子ども・子育て会議 会議録 

 

概要 日 時 令和元年 11月８日（金）14:00～15:30 

場 所 市役所２階 特別会議室 

出席者 寺嶋委員、渡邊委員、中邑委員、宮内委員、三浦委員、松重委員、 

江藤委員、宮田委員、川村委員、前田委員、森本委員 

欠席者 安本委員、村川委員、岸委員 

 

議事 １．岩国市子ども・子育て会議について 

   ２．第２期岩国市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

   ３．その他 

 

会議録署名委員  三浦委員・江藤委員 

 

配布資料 

 ・会議次第 

 ・岩国市子ども・子育て会議委員名簿 

 ・第２期岩国市子ども・子育て支援事業計画（素案） 

 ・第２期岩国市子ども・子育て支援事業計画（素案）修正分 

 

議事の経過 

 

１．岩国市子ども・子育て会議について 

 

 （健康福祉部長より挨拶） 

（委員・事務局より自己紹介） 

（会長・副会長の選任、挨拶） 

（議事録署名委員の指名） 

 

２．第２期岩国市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

 

（事務局より資料に沿って説明・第１章～第３章） 

 

会長 ありがとうございました。ご質問やご意見のある方はいますか。14頁にある市に期

待する事項で、５割を超えているのが６項目ありますが、具体的な計画の進捗はありま

すか。 

 

事務局 放課後児童教室について６教室ほど待機児童が出ている状況です。空き教室を活

用した運営委託などを行って、１校で待機児童が解消しています。また、現在公募で委

託先を募集し、放課後児童教室の運営を検討しています。 
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会長 そのほかはいかがでしょうか。特にないようでしたら第４章の説明をお願いいたし

ます。 

 

（事務局より資料に沿って説明・第４章） 

 

会長 ありがとうございました。ご質問やご意見のある方はいますか。 

 

副会長 17頁の虐待の相談窓口について、相談時間は何時から何時まででしょうか。 

 

事務局 平日８時半から 17時 15分までは職員が対応しています。休日・時間外（夜間）

については、児童相談所の相談窓口は転送になります。こども相談室窓口について、時

間外の対応はできておりませんが、市役所本庁舎の守衛が対応するようになっています。 

 

副会長 虐待が起こりやすいのは子どもが家庭にいる時間帯である放課後や登校前など

の時間だと思います。急を要することなので、夜間や休日の対応についても今後、充実

してもらいたいと思います。 

 

事務局 素案には載せておりませんが、全国共通の相談通報ダイヤル（189）もあります。

ただし、音声案内での自動対応になります。休日夜間について職員が常に対応するのは

難しい部分もありますので、通報ダイヤルも活用してもらいたいと思います。 

 

会長 児童相談所の所長さんと社会福祉法人はるかの理事長さんにもご出席いただいて

おりますので、ご意見がありましたらお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

委員 24時間体制で電話を受けていますが、休日夜間は中央児童相談所から転送されてく

る流れになります。通報ダイヤルに関しても同様です。市の計画書に記載するには説明

が難しい部分もありますので、その点も含めて全国の相談窓口として記載してもらえれ

ばと思います。 

 

委員 運営している施設で、子どもの相談センターとして夜間や休日に電話相談も行って

います。メールの相談については 24 時間受け付けていますが、電話やメールよりも直

接顔を見た方が相談しやすいこともあります。 

 

副会長 一般の方は相談窓口や 189ダイヤルの情報を知らない人もいると思います。私た

ちは計画の策定にかかわっているので知る機会がありますが、一般の方でどの程度知っ

ている方がいるのかが気になります。周知徹底というのが課題ではないでしょうか。 

 

会長 資料 32 頁の情報提供に関する部分にもつながると思います。保護者の立場から委

員からのご意見はありますか。子育てに関する情報の収集等についてです。岩国市には

アプリなどもありますが、何か感じることはありますか。 
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委員 アプリやパンフレットがありますが、あまり見ません。保護者同士の会話や口コミ

で情報を拾うことが多いです。 

 

委員 昼間働きに出ている人などは、保護者間の会話などから情報を得る機会がない人も

いるのではないでしょうか。共働きも増えているので、情報が届きにくいところもある

と思います。 

 

会長 母子保健推進員さんはいかがでしょうか。 

 

委員 保健センターからお知らせをもらって、周知できるようにそれを配ることもありま

すが、書いてある内容全体をお話しするまではできていません。母子保健推進員と関連

のある相談先について説明することはしていますが、具体的な相談先の選び方やパンフ

レットの内容すべてを案内するまでは難しい部分もあります。アプリを利用したり、ネ

ットを活用したりして、お母さん同士で情報交換する人は多いと思います。 

 

副会長 本当に相談が必要な保護者の方はなかなか会合などの機会に出てこないことが

多いのではないかと感じています。本当に相談が必要な方へ向けて、いかに伝えること

ができるかが大事だと思います。 

 

委員 私たちは訪問支援を通じて保護者と直接会うことができます。助けを必要とする方

に会うチャンスがあることから、私たちの持っている情報も活用できればと思います。 

 

会長 では続いて園長の方から、保護者の方に対していろいろな情報を伝えていくことに

対して工夫していらっしゃるところ等ありましたらお願いします。 

 

委員 情報提供に関しては各園の方向性があると思います。お知らせをしても長くなると

読まない人も多いので、難しいところがあります。直接話すことがやはり一番重要かと

思います。こまめな対応を続けることが、相談先へつなげることに効果的かと思います。

虐待などに関して言えば要保護児童対策地域協議会がありますが、要保護児童対策地域

協議会がどのように活動しているのか、保育園の園長も詳しく知りません。他市町村も

含め、どのような組織が、どのような活動をしているのかなど、組織・活動の情報共有

の仕組みなども必要かと思います。 

 

委員 幼稚園や認定こども園になると、市からの手紙を渡す程度になります。ポスターな

どを貼っても、通園バスを利用する方など直接顔を会わせない保護者の方もいて、目に

触れる機会がない場合があります。メール相談の話が先ほど出ましたが、締め切りのあ

るお知らせなどはメールでリマインドをするなど工夫する必要があると思います。全家

庭に情報が行き届くツールというものが必要だと思います。 
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会長 虐待が問題になっていますが、児童相談所では各機関との連携や情報提供などはど

うでしょうか。 

委員 早期発見から連携が重要だと思いますが、市の取組として推進がされていると思い

ます。189 ダイヤルはパンフレットなどを活用して積極的に周知していますが、こまめ

な積み重ねをしないと、つながっていかない部分もあると思います。逆にちょっとした

ことで保護者が虐待と言われてしまうのでは、と考えてしまうケースもあります。豊か

な子育てを支援するということについても計画に入れて推進して欲しいと思います。 

 

副会長 保護者の立場としては、当事者にならないとなかなか考えられない部分もあって、

難しい問題かと思います。 

 

会長 それでは、次の説明をお願いいたします。 

 

（事務局より資料に沿って説明・第５章） 

 

会長 ありがとうございました。無償化が開始されましたが、幼稚園や認定こども園の方

からご質問やご意見はありますか。 

 

委員 ２号認定Ⅰ、Ⅱとなっていますが、新２号という表現をしていました。２号認定Ⅰ

という表現が正しいのでしょうか。 

 

事務局 新２号という表現で誤りではないですが、計画策定における国から示された手引

きがⅠ、Ⅱと分けられていましたので、合わせています。 

 

委員 確保方策を利用定員と表現していましたが、２号認定Ⅰの岩国地域の令和２年度の

見込みが 154人、利用定員が 315人と出ていますが、どのように算出しているのでしょ

うか。 

 

事務局 見込みはアンケートによる調査結果から算出されます。家庭類型を分類し、保育

の必要性があるものの幼稚園の利用を希望された方が該当します。 

 

委員 見込んでいる量は 154 人となっていますが、２号認定Ⅰは市内で今年度 10 月の段

階では何名いるのでしょうか。 

 

事務局 255名です。 

 

委員 その 255 名が令和２年になると、100 名程度減るということでしょうか。アンケー

トから算出された数字はそれでいいと思いますが、実態はもう少し多いのではないかと

思いますので、検討していただきたいです。それから、３号認定もⅠ、Ⅱとなっていま

すが、マイナスが出ている部分があります。マイナスは待機児童を連想します。ⅠとⅡ
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の定員の合計ではマイナスにはならないと思いますが、合算した数で見込まないのはな

ぜでしょうか。 

事務局 ３号については国の方から分けて見込むように示されており、第１期計画でもそ

のようにしています。 

 

委員 待機児童が出ないようにしていただきたいです。 

 

委員 ３号認定から満３歳になったときに１号認定になる児童がいると思います。その人

数がどの程度アンケートで考慮されているのか気になります。それによって、見込む量

も大きく変わってくると思います。また、満３歳と３歳以上でアンケートの集計時に無

償化の影響は考慮されているのでしょうか。 

 

委員 幼稚園と保育園の３歳児の料金の違いについては委員の方にも説明する必要があ

ると思います。保育園にいる満３歳児は無償化の対象外なので料金がかかりますが。 

 

事務局 計画の見込み量は４月１日時点のニーズ量を算出していますので、満３歳と３歳

以上に関しては考慮していません。保育所の場合は年度中に３歳になっても、２歳児と

して扱われますので、満３歳となっても、その年度中は保育料無償化の対象にはなりま

せん。幼稚園の場合は満３歳で入園ができ、満３歳時点から無償化の対象となりますの

で、保育園から幼稚園への移行を考える保護者がいると思います。 

 

会長 全体的なことになりますが、少子化が課題であると思います。女性への育児負担の

偏りなども問題になっています。女性の社会進出が進む中、働き方改革も重要だと思い

ますが、森本委員、前田委員から具体的な取り組みなどの事例はありますでしょうか。 

 

委員 女性の場合は出勤時間の調整や退勤時間を早めるなどの取り組みを行っています。 

 

委員 勤め先が女性の多い職場ですが、非正規雇用の方が増えているという現状がありま

す。収入面でも格差が広がりやすくなっているので、貧困対策の点からも取組を推進し

ていく必要があると思います。山口県内で子ども食堂の取組について耳にしますので、

岩国市でもいいところをぜひ取り入れて欲しいと思います。 

 

会長 岩国市でも子ども食堂は実施していますね。副会長から何かありますか。 

 

副会長 PTA の会議やこの計画策定会議もそうですが、行政主導の取組になってしまうの

で、平日の昼間に話し合いが行われます。多くの家庭は共働きなどで、意見を言う場に

参加することが難しいと思います。仕事を休んで参加するというのも難しい部分がある

と思います。実際に岩国市で生活して子育てをしている方の立場に立った意見が必要だ

と思います。 
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会長 江藤議員はどうでしょうか。母親の立場からご意見はありますか。 

委員 正社員として勤めて保育園を利用しています。なかなか休みを取ることも難しいで

す。虐待について問題になっている中、ちょっとしたことで虐待と思われるのではない

かと不安になったり、子どもの泣き声などに過敏になったりする保護者もいます。お母

さんの自信につながって、気持ちに寄り添い受け入れるような支援が必要かと思います。 

 

会長 SNSなどもあるので難しい問題だと思います。今日は多くの意見をいただきました。

最終的な確認は事務局と会長の方で行うということでよろしいでしょうか。 

 

委員 １つよろしいでしょうか。病児・病後児保育は今年度始まった事業ですが、ニーズ

が増えています。現状と今後についてと、一時保育の広域利用について周知が必要では

ないかと思います。里帰りでの保育の一時受け入れ可能枠についても周知が必要だと思

います。地域子育て支援拠点事業は合併前の平成 16 年以降、縮小傾向になりそれ以降

増えていません。現状をもう少し改善できる見込みがないものかと思います。SNS やア

プリなどで、園庭解放や支援事業のお知らせが分かりやすく周知できるような、もう一

歩進んだ取り組みを考えてもらいたいと思います。放課後児童教室の待機児童が多いと

いうことでしたが、具体的に、小学校別にどのように今後見込まれるのかも必要だと思

います。他自治体では保育施設での放課後児童教室を運営していることもあります。長

期休暇中の対応も含め、何かしら対策は必要になるかと思います。 

 

会長 何点か質問が出ましたが、事務局から説明はありますか。 

 

事務局 病児・病後児保育について、現在、１つの施設で月平均 20 件程度の利用があり

ます。残り３施設については月平均で 60 件以上の利用があります。また、渡邊委員か

らもお話があった通り、広島県内の自治体と一時預かりの広域利用が可能になっていま

す。他市の認定者も、里帰りなどの一時利用が可能です。HPや各園を通じて周知ができ

るように検討したいと思います。放課後児童教室は、学校から他の場所に移動すること

への安全面の配慮という点で懸念があります。長期休暇の際に他の施設を利用すること

は検討できるかと思います。 

 

委員 放課後デイサービスは別の場所で実施されていますね。 

 

事務局 送迎があるためです。学童で送迎を行うのは人員確保の点からも難しいと思いま

す。学校との連携のもと、今後の体制について検討したいと思います。先ほどから課題

として挙がっている通り、保護者の方の悩み相談に関して周知といった点が課題かと思

います。随時イベントなどを活用して情報提供を行っていく必要があると思います。 

 

会長 放課後児童教室については、事務局の方で学校側とも協議していただいて、検討を

進めていただきたいと思います。保護者の方への相談窓口は、周知がより重要だと思い

ます。アプリについては改善するのに予算等もかかると思いますので、どこかのタイミ
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ングで予算取りも含めて検討していただきたいと思います。情報がより多くの方の目に

触れるような取り組みを進めていただきたいと思います。 

 

３．その他 

 

  （事務局より説明） 

・今後のスケジュールについて 

パブリックコメント 12月中旬～１月中旬 

最終案の検討    ２月下旬 

 

 

 

 


