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平 成 ２ ９ 年 度 第 ３ 回 小 牧 市 こ ど も ・ 子 育 て 会 議  

日   時 
平成２９年１０月２７日（金） 
午後１時３０分から 

場   所 小牧市役所 東庁舎５階 大会議室 

学 識 経 験 者 
岡崎女子大学子ども教育学部教授 矢藤 誠慈郎 

保育士経験者（元指導保育士） 長江 美津子 

各種団体関係者  

小牧市教育委員会 教育委員 伊藤 和子 

小牧市小中学校校長会 代表 杉浦 嘉一 

小牧市青少年健全育成市民会議 代表 野々川 和明 

小牧市地区民生・児童委員連絡協議会 代表 沖本 榮作 

小牧市母子保健推進協議会 代表 小川 百合子 

保育園長会 代表（公立園） 賀田野 千代己 

保育園長会 代表（公立園以外） 梶田 尚美 

小牧市私立幼稚園連合協議会 代表 松岡 明範 

小牧市私立幼稚園保護者会 代表 沢田 このみ 

事業者 代表 岩田 徹 

小牧市立学校地域コーディネーター 代表 服部 伸子 

小牧市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 代表 林 仁美 

小牧市区長会 代表 野村 進 

勤労者 代表 廣瀬 和史 

こまき市民活動ネットワーク 代表 鳥居 由香里 

小牧市子ども会連絡協議会 代表 伊東 聖史 

公 募 委 員 
 日榮 順子 

 馬場 容子 

欠 席 委 員 

小牧市社会福祉協議会 代表 水野 和子 

保育園保護者会 代表（公立園） 牧野 かおる 

保育園保護者会 代表（公立園以外） 郷司 晴美 

小牧市立第一幼稚園 代表 五味 美穂 

※傍聴者 １名 

 

１ あいさつ 

【事務局】 

本日はお忙しいところ、会議にご出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから、平

成２９年度第３回小牧市こども・子育て会議を開催いたします。 
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私は司会を務めさせていただきます、こども政策課長の永井と申します。どうぞよろしくお願いを

いたします。本会議は公開となっております。傍聴者の方は１名でございます。会議の定足数に関し

ましては、要綱第５条第２項で過半数の出席が必要とされており、本日は２０人の委員の方にご出席

いただいておりますので、会議が成立しておりますことをご報告させていただきます。 

それでは、ここで、こども未来部長の小塚より、ご挨拶を申し上げます。 

【事務局（こども未来部長）】 

こども未来部の小塚です。本日はご多忙の中、第３回小牧市こども・子育て会議にご出席いただき

まして、誠にありがとうございます。また、皆様方には、それぞれのお立場から、日ごろより格別の

ご支援・ご協力をいただきまして、改めて厚くお礼を申し上げます。 

本日は、小牧市子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直しに伴う変更について、愛知県との協

議が終わりましたので、その結果報告と、平成28年12月に愛知県が実施しました愛知子ども調査のデ

ータを活用し、小牧市の実態を把握するため分析した調査結果が主な議題となっております。 

また、１０月１４日、１５日に開催しました（仮称）こども未来館基本構想に係るワークショップ

についての報告をさせていただきます。いただきましたご意見を取り入れて、（仮称）こども未来館

の機能の充実を図ってまいりたいと考えております。 

小牧市の将来を担う子どもたちのために、本日は委員の皆様方に忌憚のないご意見をいただきます

ようお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

【事務局】 

続きまして、矢藤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

【矢藤会長】 

失礼いたします。岡崎女子大学の矢藤と申します。私は午前中、ある市のこども園を見てまいりま

した。長いことお付き合いのある園ですが、とても充実した保育をしていました。スズムシをもらっ

たのを飼って、それを子どもたちが観察記録を書いていました。「死んじゃった」とか、「寂しくなっ

た」とか、「リンリン鳴いている」、「縞々だ」とか、雌が雄を食べますから、「御飯と間違えて食べち

ゃった」とか書いていました。給食で出てきたものを、これをスズムシは食べるか食べないか、どう

するかという実験を幼児がしていました。質の充実した保育をしているわけですが、こういった会議
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へ出てくる計画等については、主に量のことが中心になります。しかし、子どもたちは質の高い保育

施設で育てるべきものですから、そのことを考えるに当たって、市民の皆さんのお考えと、日ごろ関

わっている方のご意見は大変貴重だと私も考えておりますので、量のみならず、質の部分を高めてい

くために、本日は忌憚のないご意見をぜひよろしくお願いいたします。その上で、円滑な進行にご協

力いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局】 

会議に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただきます。事前にお送りしております資料と

いたしまして、Ａ４の資料１、小牧市子ども・子育て支援事業計画平成２８年度実績報告書、資料２、

小牧市子ども・子育て支援事業計画の変更について、そして、資料３、「小牧子ども調査」について、

そして、資料４、こども未来館ワークショップの状況について、そして、資料５が、子育て世代包括

支援センターについてです。過不足等ございましたら、またお知らせをいただきたいと思います。 

また、本日、机の上に配布をさせていただきました資料についてですが、次第の１枚、そして、資

料１－１として３枚、資料２－２として１枚、資料２－３として２枚、それぞれに修正がありました

ので、差しかえをお願いすべく置かせていただきました。また、追加の資料といたしまして、資料２

－３の４０ページ、そして、資料３－３を配布させていただきました。それぞれ議題の折にご説明を

させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、議題に入らせていただきます。ここからの会議の進行につきましては、矢藤会長によろ

しくお願いしたいと思います。 

２ 議題 

【矢藤会長】 

２の議題の（１）です。小牧市子ども・子育て支援事業計画の平成２８年度実績報告については、

前回に引き続いての議題となります。資料１－１と１－２をまとめて事務局からご説明をいただきた

いと思います。 

【事務局】 

それでは、本日お配りしました資料の差しかえと追加分の説明をさせていただきます。まず、資料

の１－１の９ページの部分と、１３ページ、あと、１７ページの差しかえをお願いしたいと思います。 
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前回の第２回会議の際には、小牧市子ども・子育て支援事業計画の平成２８年度の実績報告及び評

価をいたしました。その折、委員の皆様からいただいたご意見につきましては、事前に送付させてい

ただきました資料１－１から１－２の中の各施策の最後にございます、こども・子育て会議での意見

の欄に反映させていただきましたので、ご確認ください。また、ご意見のありました箇所については、

備考欄に朱書きにて内容を修正させていただきましたので、あわせてご確認ください。 

以上です。 

【矢藤会長】 

事務局から今、説明いただいたとおり、前回の会議を反映させたものが資料として提出されており

ます。前回の会議では時間が限られておりましたので、今回も時間をとりますので、何かご意見はご

ざいますか。 

私から１つ述べさせていただきます。資料１－１の１７ページですが、公立・私立、幼稚園・保育

園ともに研修体制を拡充してほしいと修正していただいています。私の発言の趣旨としては、公立・

私立、幼稚園・保育園が合同で研修するような体制の充実をお願いしたいと考えています。できれば

小学校等とも連携した形をなるべく採っていってはどうかと思っています。これは私が発言した趣旨

を酌んでくださっていると思いますが、公立・私立、幼稚園・保育園、それから、小学校等とも合同

で研修を行って、小牧市に関してはセクションを問わず、みんなで一緒に考えていくような形を、研

修テーマにもよるかと思いますが、そういった形でなるべく進めていく必要があるかと思います。市

によっては、幼稚園と保育園は対立しているとか、私立と公立はやっていかないとか、そういったよ

うなことが現実にはあるわけです。みんなが一緒に小牧の子どもを育てていこうと考えていくにあた

り、それについて幼稚園は何ができるか、公立では何ができるかといったような形で、あるいは小学

校とつながっていくときに、どのように協力し合っていけるかといったようなことを市全体で考えて

いく体制がより望ましいと思いますので、そういった趣旨がより反映していただけると良いかなと思

いました。 

松岡委員、お願いします。 

【松岡委員】 

今、会長が説明されたことに追加して、幼稚園、保育園と具体的に書かれるのであれば、認定こど
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も園も入れてもらったほうがいいと思います。また、小規模保育事業もここに一緒に追加して、保幼

小連携と話は違うかもしれませんが、やはりその研修体制だけは必要だと思います。現実的に目指し

ていくことになると、これも必要かと思います。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。認定こども園、小規模保育事業も含めて、私の発言で漏れているところを

カバーしていただいて、ありがとうございます。 

その他、何かお気付きの点はございますか。沢田委員、お願いいたします。 

【沢田委員】 

これは質問ですけれども、保育園とか幼稚園の保育士さんとかの人材がなかなか集まらないという

ことをよく聞きますが、小牧市としては、お互いにフォローしあいながらやっているとか、そういう、

現状としてはどうですか。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。ご説明をお願いできますでしょうか。 

【事務局】 

保育園、幼稚園の保育士が足りているかというご質問だと思いますが、今のところ、国の基準に見

合った保育士の確保はできております。ただ、保育園の障害児の受け入れだったり、そういったとこ

ろの部分では、対応できる職員を増やすことも可能ですので、今のところはハローワークであったり

とか、大学を回って募集している状況です。 

【矢藤会長】 

今のご意見はまさに質に関してですので、とても重要なことだと思います。保育士不足に対応する

ために、ある時間に関しては、一部を資格がない人を充てることは可能になっていますよね。小牧市

では、そのあたりの現状としてはいかがでしょうか。 

【事務局】 

以前は、朝夕の長時間のパートさんに関しては、資格のない方を保育補助という形で採用しており

ましたが、保育の質ですとか、中身の部分を重視して、現在のところは、引き続き採用している方に

関しては保育補助をしていただいてますが、後の方には、保育士資格のある方で、今対応をしている
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ところです。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。廣瀬委員、お願いします。 

【廣瀬委員】 

８ページに記載されています放課後児童健全育成事業に関してですけれども、私たちの企業でも、

子どもを預けている人たちがいっぱいいて、その中で、小牧の住民にちょっと話を聞きましたところ、

どうもこの放課後児童クラブというのは、育成にはなっていなくて、ただの預かり所になっていると

聞いています。この辺について、小牧市としてどのように受け止めていて、どのようにされていく予

定でいるのかを教えてください。 

【事務局】 

こども政策課の永井でございます。放課後児童健全育成事業について、今の実態として、児童クラ

ブが合ってないというご指摘をいただいております。児童クラブというものが、本来、家庭の代わり

をする所という趣旨で始まっています。ですので、家庭の代わりということで、勉強を教える所では

ないとか、そういった部分が元々あります。私どももいろいろな考え方を持ってはいるのですけれど

も、実際に子どもたちにとってどういうあり方が、放課後をどのように過ごすのが一番いいのかとい

うのは、本当に課題だと思っております。私どもも、いただいたご意見は、実際の健全育成に即して

いないと、健全育成というものはそもそもどうなのかという部分も含めて検討していきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

【矢藤会長】 

貴重なご意見ですので、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。放課後事業のことについては、

かつては集まるということから、例えば、今は居場所づくりとして、もしかしたら放って置かれてい

るかもしれない人が適切な支援を受けることで社会性を身に付けたり、さまざまな場になっていきま

す。今、おっしゃったように、それは塾の場所ではないですよね。そういうことではなく、体制も含

めて子どもがしっかり育つための場として、支援する方の専門性とか研修といったような、国も力を

入れてやってきているところの１つだと思います。ご承知かと思いますけれども、ぜひ引き続きよろ

しくお願いします。 
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その他はいかがでしょうか。長江委員、お願いします。 

【長江委員】 

些細なことかもしれませんが、１７ページのところで、先ほど、認定こども園の話が出ましたけれ

ども、小規模とか、認定こども園が小牧市でもこれからますます増えてくると思います。そのため、

保育教諭という言葉も入れていただきたいなと思います。ここに、幼稚園教諭と、それから保育士と

ありますけれども、認定こども園は保育教諭ですので、その言葉を入れていただきたいと思います。 

以上です。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。資格名称がそれぞれあって、認定こども園で働く場合に、保育教諭という

職名で呼ぶことになっているとのことですので、それを踏まえてほしいというご意見を頂戴しました。

よろしくお願いします。 

その他いかがでしょうか。廣瀬委員、お願いします。 

【廣瀬委員】 

資料１－２で質問させていただきます。５ページに記載されていることで確認させていただきます

が、保育時間の１１時間を超える保育ニーズに対応するためのサービスを行っています、とここに掲

載されていますが、聞くところによると、この保育に入れたくて応募したのですが、枠がいっぱいで

外されたという人を結構話の中で聞いていて、結局、延長保育ができないところに入れて非常に苦労

しているという話をたくさん聞いています。この辺を緩和するために、１１時間を超える事業拡大と

して、市としてどのように指導しているか、教えてください。 

【事務局】 

延長保育の部分かと思います。現在、記載されていますように、７つの園で実施をさせていただい

ております。大体地域的に分散をさせているつもりですけれども、今いただいたようなご意見もある

ので、これからの検討課題とさせていただけたらなと思いました。 

【廣瀬委員】 

入園希望をされた方に対して、その実態として、ここで書いてあると、量の見込みと受け入れ方と

いうのがイコールになっていて、結局、そこに対しての要求は満たしましたよ、とここに書かれてい
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ることになってしまうと、我々が聞いている実態とはちょっとずれているなという気がするので、そ

この調査についてお聞きしたいです。 

【事務局】 

今現在は、その１１時間以上必要な方は入園申し込みのご希望のときにわかりますので、それで何

とか手を打っているところではありますが、そういう方がまだご希望があって増えてくるという実態

があるようでしたら、園の数をどこまでというのはまだ決めてはおりませんが、考えさせていただき

たいと思います。 

【矢藤会長】 

保育時間についてですけれども、もちろん現にあるニーズをなるべく満たすという方法が１つです。

それから、もう一つは、事業者の働き方の問題です。かつての保育は８時間が基本でしたが、延長し

て１１時間となって、さらに通勤時間等も踏まえて１１時間までを通常と考え、それを超えるものが

延長ということで、随分引き延ばされてきています。もちろん保育士の質が十分確保されていれば、

子どもたちの発達に悪影響は決してあるわけではないということは調査でもわかっていますし、その

努力もされているとは思います。国でもそうですが、保育のサービスを提供する、拡充する一方で、

働き方そのものを改革して、別にそれほど長い時間預けなくてもいいようにするようなことを、事業

者も一緒に考えていくことも、それぞれの企業のご事情等もあるかと思いますが、セットで少し考え

ていかないといけないと思います。要するに、日本では労働時間が非常に長く、それに対して家庭と

関わらない時間が子どもに対して増えてしまうということをどこまで許容しながらやっていくかと

いうときに、そのバランスも踏まえ、視野に入れながらご検討いただければと思います。例えば、育

児休業ですとか時間短縮でやることに対して、実際に助成金を出すとか、子育てに優しい企業だと認

証を与えて、人材確保に役立つような形で企業がアピールできるようにするとか、さまざまな施策が

あると思います。ワーク・ライフ・バランスがより適切なものとなって、こういうことで健全育成さ

れるような形をきちんと視野に入れながらご検討もお願いいたします。一方で、現実にそういうニー

ズがあるということを、当然踏まえてやっていかなきゃいけないという前提でのお話ということでご

理解いただければと思います。よろしくお願いします。 

その他いかがですか。鳥居委員、お願いします。 
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【鳥居委員】 

８ページの子育て援助活動支援事業のところで、援助する方たちが、今少なくなっているというと

ころが書いてありますが、他の市のところを見ていますと、今、祖父母の方たちがこういう援助の中

に結構関わってきています。特に三重なんか、じいちゃん、ばあちゃんが援助しているようなところ

で、そういう定年後の方たちの活力というのをもう少しこういうところに導入していったらどうかな

と思います。それが９ページの６、男性の家事・育児・介護への参加に関する事業というところにも

つながってきます。おじいさんということではないですけれども、今、定年後の方というのは、アク

ティブシニアという形で、本当にお若いです。ぜひその活力をこういうところに利用するためにも、

その人たちが入りやすいような、関わる事業ということを提案されたらどうかなと思います。 

以上です。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。大変貴重なご意見ですね。さまざまな人材が地域にいらっしゃると思いま

すので、その皆さんの力をお借りしながら、そういうことをもう少し視野に入れていただき、周知と

かさまざまなことが必要だと思いますので、今おっしゃったように、関わっていきやすいような形の

ことも言われてきているかと思います。 

その他いかがでしょうか。沢田委員、お願いします。 

【沢田委員】 

先ほど、会長も廣瀬委員もお話ししてくださったみたいに、困っている人は今困っているので、そ

れで、年が経って改善しましたといっても、やはりその人たちは入れないまま仕事を失ったりするの

で、早く対応をしていただきたいです。あと、他の資料を見ていても、子どもの睡眠時間が減ってい

るという調査も出ていて、子どもたちが預けられる時間は長くなっています。そうすると、こういう

家庭的な保育サービスといっても、子どもを１１時間預けているお母さんたちは、帰って、御飯を作

って食べさせて、お風呂に入れてという時間を過ごしていきますが、やはり子どもともなるべく遊び

たいとなると、削られるのは睡眠時間になっていきます。そうすると、子どもの体の成長や心の成長

は満たされていかないと思うので、働き方の改革も必要だろうし、保育がサービスになっていいのか

なという気持ちもありますが、保育サービスとして朝御飯を時間中に保育園で食べさせてもらえたら



 - 10 - 

とか思ったりして、子どもの生活を考えると厳しい内容だなと思って見ていました。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。そのあたりは、保育所等で子どもの生活の連続性を踏まえながら、例えば、

保育所ではゆっくり休む時間を配慮するとか、そういったことを現場でもされていますから、かなり

その現場の人が負担になってやりくりするのではないような形を施策として考えていく必要がある

というご提言だと、私は受け止めました。そのあたりを踏まえて、報告書に、今までのご意見をどこ

まで書いていくのかについて、またご相談ということになるかと思います。 

そうしましたら、今出たご意見は、保育者の研修等による質の確保の問題と、それから、高齢者の

件に関する質の問題。それから、長時間の保育園の対応等について、全体的に数字で表れないような

ニーズもあるということをご指摘いただきました。それから、こども・子育て支援に関わる地域のさ

まざまな人材は、地域の皆さんのお力をしっかりお借りしながら、とりわけアクティブシニアと言わ

れるような人たちがもっと参画していきやすくなるような形ということでご提言があったかと思い

ます。そのようなことを踏まえて、報告書の修正をして、この内容の文言等については会長に一任し

ていただくという形でもよろしいでしょうか。それとも、一回皆さんにお返しして検討する方がいい

か、いかがですか。ご一任ということでお任せいただいてよろしいですか。 

（委員より、「はい」との声あり） 

首が縦に動いている方が多数見えましたので、皆さんにご了解いただいたということで、私が責任

を持って皆さんのご意見が適切に反映されるような形で、なるべく具体的にお示しできると、今後は

改善にもつながっていくかと思いますので、そのあたりを事務局と調整させていただければと思いま

す。どうもご検討ありがとうございました。 

それでは、次の議題に移らせていただきます。議題の（２）、小牧市子ども・子育て支援事業計画

の変更についてです。これについて、事務局からご説明願います。 

【事務局】 

まずは、資料の差しかえについて説明させていただきます。資料の２－２のＡ４縦長の「小牧市子

ども・子育て支援事業計画」変更内容一覧というのがありますが、１ページ、２ページ分の差しかえ

をお願いしたいと思います。次に、Ａ４の横長の資料２－３になりますが、こちらにつきまして、配
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布をした資料では４８ページと６０ページの分がそれぞれ２枚あるかと思いますが、事前に配布しま

した資料のページ数に誤りがありましたので、４６ページというところに差しかえをお願いします。

６０ページ分についても併せて差しかえをしていただきたいと思います。追加でお配りしました４０

ページの経済的支援策の充実という資料につきましては追加となります。 

では、説明をさせていただきます。小牧市子ども・子育て支援事業計画につきまして、８月２４日

に愛知県庁で、計画の変更について愛知県の担当者と協議を行いました。記載方法など、細かい部分

での指摘はございましたが、特に大きな修正はなく、資料２－１のとおり、１０月５日付で愛知県よ

り計画変更について支障がないという文章で回答をいただきました。資料２－２につきましては、変

更の内容と変更の経緯や理由を一覧表にまとめたものになりますのでご確認ください。そして、資料

２－３につきましては、当初の変更前の計画と愛知県との協議を踏まえた変更後の計画の新旧対照表

となっております。朱書きの部分が変更箇所となりますので併せてご確認ください。今後の変更計画

の予定ですが、本日、この会議で計画の変更案のご承認をいただきましたら、平成２９年１２月１日

から平成３０年１月５日までにかけましてパブリックコメントを実施して、市民の方々からも広く意

見をいただきます。パブリックコメントの実施場所は、こども政策課の窓口や各市民センター、都市

センター、市役所の情報公開コーナーで行うことを予定しております。そして、次回のこども・子育

て会議におきまして、パブリックコメントについて報告させていただくとともに、コメントをいただ

いた場合は、そのコメントに対する回答について、ご審議いただきたいと思っております。 

１つ補足がございます。資料２－３の３３ページをお願いします。朱書きの部分で、「中央子育て

支援センターについては、施設の狭隘化を解消するため移転し、機能の充実を図ります。」というこ

とと、児童館事業で、「児童センターについては、施設の狭隘化を解消するため移転し、機能の充実

を図ります。」と記載しております。現在、こども未来館の整備について進めているところでござい

ますので、そちらにつきまして、変更計画の策定する段階で、最新のこども未来館に関する記載もし

たいと考えております。 

以上です。 

【矢藤会長】 

事務局の説明を踏まえて、ご意見等、何かお気付きのことがございましたら、お願いします。松岡
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委員、お願いします。 

【松岡委員】 

ちょっと質問です。子育て安心プランの中で、まず、育児休業を２歳まで延長ということがありま

して、これはもう実施されていると思いますけれども、それを踏まえて、幼稚園での一時預かりで２

歳から積極的に受け入れてほしいという話があります。実は私どもも具体的にはどこからもそういう

話はいただいていませんが、そういう話があります。これをやってくださいと県からも市からも言わ

れていないですし、体制もまだ整えていません。やる場合に、（公的援助等）何がどこから来るのか

もわかりません。実は今、県には来年度に向けての要望ということで（このことについての支援の要

望を）やっておりますし、今後、小牧市にもそういう陳情をしようと考えているところであります。

その計画の中に趣旨として、待機児童の解消ということもあって、要するに、考え方としては２歳ま

では家庭で保育していただき、２歳から施設を提供することで、待機児童の解消の一助になるという

ような考え方が多分根底にあると思います。それを踏まえて、この計画の変更に何らかの形で反映さ

れているのかどうか、まだそれは不透明なことなのでこれには入っていないのか、ちょっとそこがよ

くわからないので、教えていただければと思います。 

【事務局】 

今いただきましたけれども、こちらも確定しておりませんので、今回のその見直しには反映をして

おりませんが、情報を受けましたので、その内容がしっかりわかりましたら、次の計画で反映をさせ

ていただきたいと思っております。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。松岡委員、お願いします。 

【松岡委員】 

私も今の時点ではそうでしかないかなと思いますけれども、計画の次の見直しということではなく

て、もし幼稚園が努力して積極的にやろうというような気があれば、計画そのものの変更ではなくて、

この計画の途中で弾力的な運用ということで支援してもらうということも考えていただけるのでし

ょうか。 

【事務局】 
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今、保育課長が申し上げましたように、確定していないものですから、中間年の見直しとしては計

画にも反映させていません。確定した情報があって、それは市としても当然やるべきという方向であ

れば、計画は計画として、実際にはやっていくということです。計画外だからやらないということは

ありませんので、確定してやるべきことであれば弾力的にやってまいります。よろしくお願いします。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。特にこれ以上ないようでしたら、議題の（２）

ですが、小牧市子ども・子育て支援事業計画変更について、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

【矢藤会長】 

よろしいでしょうか。お認めをいただいたということで、今後、事務局でご説明いただいたとおり

に進行していきますので、よろしくお願いいたします。 

では、次の議題に移りたいと思います。議題の（３）、「小牧子ども調査」について、事務局からご

説明をお願いします。 

【事務局】 

それでは、議題（３）「小牧子ども調査」について、ご説明申し上げます。資料が３種類ございま

す。まず、資料３－１は、今回の調査の概要版です。３－２は、小牧子ども調査の調査結果報告書と

なっております。それから、３－３につきましては、子どもの貧困対策として取り組んでいる主な事

業を記載しております。ただいまからの説明について、しばらくの間は、資料３－１に沿ってご説明

させていただきますが、途中で資料３－２の参考ページも申し上げますので、あわせてご覧いただけ

ればありがたいと思っております。お願いいたします。それでは、資料３－１の１ページ目をご覧く

ださい。１、調査の目的及び２、調査対象ですが、今回は、子どもの生活実態や子育て支援ニーズ、

経済的な要因の及ぼす影響を把握するために、平成28年12月に愛知県が小学校５年生及び中学校２年

生の子ども本人、小学校１年生、５年生、中学校２年生の子どもがいる保護者を対象に、愛知子ども

調査を行いました。ここで得られた回答の中から、小牧市に居住する方の回答を抜き出しまして、小

牧子ども調査として、今年度、分析を行ったところであります。また、小牧市に居住する、児童扶養

手当、ひとり親手当の受給者の方を対象に、愛知子ども調査で使われましたアンケートの項目を一部
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抜粋した調査も今年度実施いたしました。この調査のことは、以降の説明で独自調査と呼ばせていた

だきます。調査期間としましては、愛知子ども調査及び小牧子ども調査は平成２８年１２月の調査、

独自調査につきましては、平成２９年８月に実施したものです。それぞれのアンケート回収数につき

ましては、４、アンケート回収数のとおりです。愛知子ども調査は、それぞれの区分ごとにおおむね

４,５００強、小牧子ども調査及び独自調査は、それぞれ１００程度の回収となっております。それ

では、アンケートの回答結果を抜粋して説明申し上げます。５のアンケート回答の抜粋の、①貧困線

と貧困率です。貧困線とは、世帯全員の収入を合計した世帯の合計収入から税金や社会保険料などを

差し引いた、いわゆる世帯の手取り収入、この収入をその世帯の人数の平方根で割りまして、１人当

たりの手取り収入を求めます。これをそれぞれアンケート回答者の水準に並べたときに、ちょうど真

ん中の順位になる方の手取り収入の金額の半分の金額を言うという定義がされております。ちょっと

難しい定義ですが、ある集団の中で相対的にどのくらいの手取り収入以下の方が貧困なのかをはかる

指標となっており、この計算方法はＯＥＣＤの基準によるものということで、国が使用している基準

もこちらになっております。説明の途中で、世帯の人数で割らずに、世帯の平方根で割るということ

を申し上げましたが、こちらにつきましては、例えば、世帯員が１人から２人になったときに、電気

代とか光熱水費が単純に２倍になるのでなくて、割安になるということがあるということを加味して

平方根で割るというような仕組みになっております。それから、貧困率につきましては、その集団の

中で手取り収入が、いわゆる貧困線の金額を下回る人数の割合ということになっております。実際の

数値は、国の貧困線は１２２万円、貧困率は１３.９％となっております。愛知子ども調査における

貧困線は１３７万５,０００円、小牧市の貧困線は１２３万円でした。それから、独自に行った調査

の貧困線は６１万８,０００円という結果になっております。小牧市は愛知県と比較すると貧困線が

低いため、各世帯員の手取り収入額は、数字のとおり、愛知県より低いという結果になりますが、貧

困率そのものも低いということになっておりますので、貧困者の割合も愛知県より少ないということ

になっております。一例として、国の貧困線１２２万円を一つの貧困線として捉えたときに対するそ

れぞれの貧困率としましては、国は先ほど申し上げたとおり１３.９％ですが、小牧市は愛知県と比

較しておおむね近いですが、若干高いという数字で、現在のところ６.７％、愛知県は５.９％となっ

ております。愛知子ども調査において、小牧市を含む尾張北部地区の貧困率というものが算定されて
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おりまして、愛知県全体の貧困率よりも若干高く、６.２％。これはちょっと資料にない数字ですが、

６.２％となっておりますので、そもそもの尾張北部地区が県と比べて若干ながら貧困率が高いとい

う結果にはなっておりますが、ほぼ近似値ということが言えると思います。 

これらの結論として、小牧市の貧困の状況は、愛知県より若干よくないものの、総じて類似してい

るということが言えると考えております。なお、独自調査における貧困線が子ども調査より低く、貧

困率が高いということにつきましては、ひとり親家庭が平均的な家庭と比べて、やはり経済的に苦し

い状況にあるということを示しているということで認識しております。 

続きまして、②の子どもが生まれてから困ったことです。資料３－１の１ページから２ページにか

けてご覧ください。２ページに表が２つございますが、それぞれ小学校入学前と小学校入学後で困っ

たことがあるかどうかということをまとめたものになっております。両方とも無回答、つまり「困っ

たことがない」ということで回答された方が愛知子ども調査及び小牧子ども調査では最も多いですが、

独自調査では、「経済的に困った」と回答している方が上回っております。こちらにつきましては、

資料３－２の２４ページにグラフ化したものがございますので、あわせてご覧いただければと思いま

す。 

続きまして、③子どもの進学についてです。こちらは子どもからの回答になります。子ども自身は、

大学、大学院まで進学したいと回答している子が最も多いという結果になっております。こちらは、

資料３－２ですと１７ページにグラフがございます。続きまして、資料３－１、３ページをお願いい

たします。ただいま、子ども自身のアンケート結果ということでご説明をしましたが、一方で、保護

者の方が子どもに受けさせたい教育として、経済的に難しいということで回答している方につきまし

ては、「大学までの教育」ということで回答された方の割合が最も高くなっています。子どもが大学

まで行きたいという希望に対して、経済的な理由により断念せざるを得ない可能性があるということ

が、この結果からわかると思います。こちらにつきましては、資料３－２ですと２８ページにグラフ

が掲載してあります。 

続きまして、④教育費で負担になるものは、愛知子ども調査及び小牧子ども調査ともに、「学習塾」

と回答している方が最も多くなっております。独自調査については、「学習塾」と回答された方があ

る程度いらっしゃいますが、「制服代」と回答された方のほうが上回っております。こちらにつきま
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しては、資料３－２ですと、５８ページにグラフがございます。 

それから、⑤学習塾への通学につきましては、「必要だと思わない」と回答されている保護者の方

も多数いらっしゃいますが、「経済的にできない」と回答された方も一定数いらっしゃいます。独自

調査については、「経済的にできない」と回答された方のほうが上回っております。こちらにつきま

しては、資料３－２ですと２６ページにグラフがございます。グラフの途中、上から４番目のグラフ

となっております。 

資料３－１、４ページをご覧ください。⑥無料の学習塾への参加についてです。愛知子ども調査、

小牧子ども調査及び独自調査、どちらにおいても、「参加させたい」と回答している方が６割を超え

ています。こちらの資料３－２ですと、６１ページにグラフがございます。 

これらの調査の結果として、子どもを育てることには一定的な経済的な負担があり、大学まで進学

させたいということで考えているものの、学習塾などにお金をかけることが難しいということを考え

ていらっしゃる保護者の方が一定割合存在するということが示されていると思います。調査の概要に

ついては以上ですが、引き続きまして、現在の小牧市の子どもの貧困対策という側面で行っている事

業についてご説明差し上げます。 

資料３－３をご覧ください。今回、愛知子ども調査及び小牧子ども調査自体が、小学生以上の子な

どを公開しておりますので、こちらの記載してあるものも、基本的には小学校就学以降の者を抜粋し

ています。これで全てではなく、幾つかピップアップさせていただいております。まず、１、就学援

助費からです。経済的な理由で就学が困難な児童または生徒の保護者に対し、学校で子育て費用の一

部を援助しております。市としましては、新入学児童生徒学用品費、給食費、修学旅行費、クラブ活

動費などです。それから、２、奨学交付金です。向上心に富み、かつ経済的に恵まれない生徒が高等

学校等に入学する際の準備金として支給しております。支給額は１０万円、対象人数は３０名となっ

ております。それから、３、児童クラブ保護者負担金の減免です。ひとり親家庭かつ市民税非課税世

帯、または生活保護を受給していらっしゃる世帯の方を対象に、毎月５,０００円の児童クラブ費を

全額減免しております。それから、４、学習支援事業「駒来塾」です。十分な教育環境に恵まれない

ために、学習意欲があっても学力の定着が進んでいない中学生を対象に、教員ＯＢや教員を志望する

大学生など、地域の方の協力を得て、一定レベルの学力が定着できるよう学習支援活動を行っており
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ます。平成２９年度においては、東部、北里の２教室で開催しております。５、ひとり親家庭高等学

校卒業程度認定試験合格支援金です。高等学校を卒業していないひとり親家庭の父母や20歳未満のこ

どもを対象に、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座受講料の一部を助成しております。支

給額については、それぞれ記載のとおりとなっております。最後に６、ひとり親家庭等入学支援金で

す。ひとり親家庭等の子どもが大学等に入学する際の準備金として支給しております。支給額は１２

万円となっております。ただいまの４、５、６につきましては、平成２９年度からの新規事業となっ

ております。それから、今、ご説明差し上げた６つ以外の他にも、ひとり親家庭への支援策としまし

ては児童扶養手当、ひとり親家庭への手当、遺児手当の支給、母子父子家庭医療制度なども行ってい

るところであります。 

議題２の（３）につきまして、説明は以上です。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。それでは、ただいまのご説明について、何かご意見やご質問ございますで

しょうか。沢田委員、お願いします。 

【沢田委員】 

初めてのこども・子育て会議でも発言しましたが、資料３－３に書いてある４、学習支援事業「駒

来塾」という内容について、やはりこれは必要なことなのかもしれないけれども、小学校、中学校と

通っているのに、今の状態が十分な教育環境を与えられていない状態はおかしいということをやはり

認識してもらいたいという気持ちはあります。他のお母さん方にも聞いてみたり、中学校や小学校の

子どもをお持ちの方にも聞いてみましたが、意欲もあって、小学校１年生になったけれども、だんだ

ん３、４年生から勉強がわからなくなっていき、そうすると学習塾に通わなくちゃいけない。そうす

ると寝る時間も少なくなるし、それで眠たくなるという悪循環が生まれるという話も聞いています。

ですので、何か困ったことがあって対応するというのはいいことなのかもしれないけれども、根っこ

の部分で、今ある教育環境を整えようということをしていかないと、これから高齢化社会になって、

人は減っていくはずなのに、手をかけなきゃいけないところが増えていって、それでは手は回らなく

なっていくはずなので、今ある現状を整えるという使命も持ってはどうかなという気持ちがあります。 

個人的なことですけれども、私も免許の更新とかあって、小学校の教員の先生たちに一緒に研修を
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受けに行きました。やはりそういう先生たちの姿を見ていて、すごくやる気があるし、どうやって伝

えたらいいだろうと研修にも参加してみえたので、先生たちも、現状に満足しているわけじゃないと

思います。でも、忙しくて、それで犠牲になるのは子どもたちだから、どこかで断ち切らなきゃいけ

ないという気持ちがあることを、その先生方を見ていて思いました。多忙にしているのは誰なのか、

保護者なのかとか、いろいろ考えてみましたが、やはり子どもの生活リズムが整っていかないという

ことは、今後、大きくなっていく子どもたちは、それが当たり前と思って生活していってもらっては

困るので、断ち切るのは大人じゃないかなと思ったので、意見を言わせてもらいました。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。今のご意見に関して、いかがでしょうか。校長会から何かございませんか。 

【杉浦委員】 

校長会としてはまだ具体的な話はしていなくて、これはあくまで、今まで長いことやってきて感じ

ているということでお話させていただきます。まず、今ここでいろいろ子育てということに関してお

話がされているのは、社会の多様化があったりとか、女性の社会進出ということがあって、一昔前の

家庭とはかなり違うし、生活も全く変わってきているという中で、学校は先行しながら進めています。

こういった機会の中で一番大事なのは、学校だけとかじゃなくて、子育てを社会全体で支えるという、

そういう気持ちを持っておかないといけません。今、いろいろなところがやってくれていて、例えば、

児童クラブで子どもを預かってくれます。では、その児童クラブにお子さんを預けている家庭が、本

当に苦しくてどうしても働かなくちゃいけないかというと、実際にはそうでもなかったりします。そ

ういう家もあるということを考えていくと、学校は学校としての責任は負っていきたいと思うし、そ

れぞれの幼稚園なり保育園なりという責任は当然負うべきだと思います。そこの中でネットワークと

してつながり合っていくということをしていかないと、やはりうまくいかないのではないかと思いま

す。実際問題、学校の先生たちも月１００時間超えなんていうのは結構います。朝から学習指導だけ

ではなくて、朝、電話がかかってくると、うちの子がちょっととか、夫婦げんかでこんなことがあり

ますというようなことを受けます。昨日、夫婦げんかがあって、子どもがその夫婦げんかを見ていて、

という家庭があって、家まで出向いてお話をしたりというようなことで、そういう時間も必要になっ

てきます。 
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だから、生徒指導とかそういった面の時間というのも膨大にあるし、必要になってきているという

のも現実です。だから、その中で先生方が何とか、子どもたちをより健全に、明るく未来に向かって

自立できる子どもたちを育てていきたいという気持ちでやっているのは間違いないと思います。ただ、

小牧市の中で来年度からコミュニティ・スクールという形で、地域の方々が学校部門へも積極的に参

加していくということで、地域力を高めていくというような、そういう動きも出てきていますので、

それを含めてやっていきたいということがあります。 

学校で、全ての子どもたちにそれなりの学力を付けようということになると、これまた難しい問題

があって、やはり一昔前であれば、例えば、御飯が食べられない子たちがいたとしても、地域に隣の

おばちゃんがいて世話をしてくれる、そういうネットワークがありましたが、そういったものがない

となると、子どもたちは何も食べられないという状況にもなります。家庭が核家族化ということで難

しくなってきているという現状もあります。それは力を合わせてやっていかなくちゃいけないなと思

います。 

家庭の中には経済的な面だけではなくて、家の中にいると、とてもじゃないけれども学習できる環

境にないという家庭もあります。だから、今年の駒来塾の話を聞いていると、やはり夏休みというこ

とで、参加した子どもたちは意欲的に取り組んで、ほとんどの生徒たちが休まずに参加したというよ

うなことも聞いております。時代としてサポートしてあげられるところはサポートしてあげないとい

けないのかなと考えております。だから、本当に学校も助けてほしいという面も実際のところはあり

ます。 

そういうことで、本当にこういう機会で、生まれてからずっとそれなりに成人になっていくまでの

ところのサポートをしていくという意味で、今こうやってお話をしていただいているのは、大変学校

としてもありがたいと思います。ただ、学校としても一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願い

します。 

【矢藤会長】 

ありがとうございました。今、杉浦委員のおっしゃったとおりだと思います。こういう会議がある

ことで、そういうご意見を話すことができるので、小牧市としていろいろなセクションが協力し合っ

て、小牧に生まれた子どもは、誰一人として不幸にしないような形を協力して考えていければと思い



 - 20 - 

ますので、貴重なご意見やご回答、ありがとうございました。 

その他いかがでしょうか。服部委員、お願いします。 

【服部委員】 

今、お話に出ました駒来塾のことですが、私もちょっと見学をさせていただいて、お話を具体的に

お聞きしたことがあります。先ほどもいろいろな悪循環であるとか、負のスパイラルが起こるという

ことは確かにあると思います。ただ見させていただいたように、どこにもつながっていない環境の中

に置かれた子どもさんもいると思います。やはり、そういう子たちは、学校ではとても対応してあげ

られないということもあると思いますし、ましてや地域では見てあげることができなかったりします。

そういう子が月に数回、ここに来るだけでもいいことだよねということで、受け入れるところや、そ

ういう窓口があるというのはとても助けになると思います。そこでの雰囲気をつくってあげることが

大事だと思います。目指すところがどうなるかわからないですけれども、山に登るのもいろいろな登

り口があるように、困った問題は、その子たちに合った方法で、もうちょっと上のあたりで問題を抱

えた子は、そこでまた解決していただくということで、段階をいろいろ市で考えていただけると一番

理想的ですけれども、駒来塾というのが今始まってみて、やはり必要であり、もうちょっと受け皿が

しっかりしてくださるといいなと実感しております。 

以上です。 

【矢藤会長】 

ありがとうございました。今の貧困の対策に関して抜本的なお言葉があったのですが、就学前の保

育の質がかなり影響するという調査があります。国際的に就学前教育にすごくお金をかけるのはなぜ

かというと、貧困地域の子どもたちに質の高い保育や教育を提供すると、学力はそんなに違いが出な

いですが、その子たちが将来、例えば、学校を退学しないで最後まで頑張れるとか、あるいは持ち家

率が高くなるとか、その生活が安定したり、一方で逮捕される人が減ったりするというデータがある

だけに、就学前の教育の質を高めるというのは必要だとなったわけです。そのときに、非認知的能力

といって、粘り強く取り組んだり、自発的に頑張ったり、お友達と協力し合いながら学ぶような力が

すごく重要だということがわかってきているので、その中で、学力のおかげよりも、そういう頑張れ

る力みたいな基盤は乳幼児に身に付けられることなので、やはり乳幼児期の教育や保育の質の充実と、
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それから、保育所の子どもたちの親に虐待傾向が減るという調査が東京大学の山口先生たちの調査で

あります。子どもの社会性とか知的な発達については、もちろん親の影響が一番大きいですが、実は、

親の養育態度に影響を与えているのは、保育所に通っているかどうかで一定の差が出てくるという調

査があります。なぜかというと、家にこもっていて、例えば、怒ったりしていても誰も止めないし、

モデルもないわけです。ところが、保育園に連れていけば、大人から子どもへの関わりだとか、自分

の子どもは、こう考えてこんなに頑張れるんだということもあります。やはり親の養育態度が少し変

わって、虐待傾向が抑制されるという調査があります。そういうことがあるとすると、子どもの将来

を見通して考えたときに、先ほど根本的なことも言われたと思いますが、当然、今いる子どもたちに

対して後追いでフォローしていかなければいけない施策ももちろん必要です。 

一方で、就学前の保育、教育の質のことを軽視しているわけではないと思いますが、もっと重要視

して、しっかり質を高めていくということは、量の充足とともに、それは社会のさまざまな損失を抑

制するということがいろいろな調査からわかってきています。例えば、虐待の傾向が高いというのは、

貧困とかさまざまな要因がかなり関係しているということもあります。あるいは、子どもに障害があ

る場合に、虐待につながりやすくなります。そういうときに質が高く、就学前のところで障害の有無

に関わらず、しっかり子どもがケアされ教育されるという体制についても、より重視してもいいんじ

ゃないかなと、最近さまざまな調査結果から考えておりますので、そのあたりを踏まえて、今、貧困

家庭にどうするかという観点と、それをどうやって根本的なところから抑制していくかということも

含めて、就学前の教育を軸として、理解して計画を立てていけたらと思います。 

その他、皆さんから何かそういう意見があればですがいかがですか。鳥居委員、お願いします。 

【鳥居委員】 

資料３－３の子どもの貧困対策としての取り組みの奨学金について、ちょっと意見を言わせてくだ

さい。この奨学金もいいなと思っております。ただ、多分予算が限られてこういう数字になっている

と思いますけれども、貧困率が上がり、貧困家庭が多くなっているということで、３０人の限定枠で

選定的だということを明確にしていかなきゃいけないと思います。また、５９ページに、福祉の施策

の中で、この奨学金制度を知らなかったという数字が結構多く出ています。だから、いいことをやっ

ていても知らない方が結構いるという現状もあると思いますので、ぜひそちらにも改めて力を入れて
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いただきたいなと思います。 

以上です。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。今のお話について踏まえていただければと思います。 

そして、今この事業を見て改めて気が付いたのですが、奨学交付金はもちろん、限られた財源で限

られた人にしか提供できない中で、何らかの選定の基準を考えるにあたり、「向学心に富み」という

ところが実は気になっています。先ほど申し上げたことと重なりますが、そもそも家庭的な養育や環

境が芳しくないような場合に、向学心そのものが小さいうちにそがれてしまうといった子どもが、さ

らに機会を与えられず、非常に不幸な状況に陥り、その人たちの子どもが結婚したりして、また連鎖

してしまいます。要するに、向学心を個人の責任だと考えるならそれでいいのですが、もし向学心の

ようなものが、育った環境によってそがれているようなことがあるとすれば、むしろ、そういう子ど

もたちが少しでも前向きに頑張っていけるようにするかといったようなことも含めて考えていき、少

し検討もしていただけないかなということを思います。学生を見ていても、やはりいろいろな学生が

いて、例えば、態度が悪い子とかやる気がない子とかがいるわけですが、それまでの家庭のあり方と

か、それまでのさまざまな経験の中で、本来、誰でも学びたいとか成長したいと潜在的には思ってい

ると私は信じたいので、一生懸命学生を育てているわけですが、そういう機会を十分に与えられずに、

学ぶこととかいうことに対して、諦めていたりするような人たちこそ何とか救えないかなと思います。

それは限られた財源なので、やれる中でいろいろな条件を付けていくことがもちろん必要になってく

ると思いますが、本当に、自分からどんどんこぼれ落ちていこうとしている人たちに対して、少し目

配りというか、配慮できないものかということも考えております。当面こういったことで進めていき

ながら、引き続き、こういった基準等についてもご検討いただければという要望です。 

その他はいかがでしょうか。それでは、また今後の検討の中で何かございましたら頂戴するという

ことで、ひとまず本日の議題については終わらせていただき、次に移らせていただきます。 

３ その他 

【矢藤会長】 

次第の３です。その他の（１）報告事項の１点目、こども未来館ワークショップの状況について、
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事務局からご説明をお願いいたします。 

【事務局】 

それでは、資料－４をご覧ください。（仮称）小牧市こども未来館ワークショップ実施報告という

ことで、（仮称）小牧市こども未来館整備基本構想を策定するに当たりまして、有識者、保護者、中

高生によりますワークショップを開催し、いろいろな意見をお聞きしたいと考えております。さらに、

１０月１４日には、保護者を対象にしたワークショップを、翌１０月１５日には、中高生を対象とし

たワークショップを開催いたしました。保護者ワークショップは２３人、中高生ワークショップでは

２０人に参加していただき、小牧市の好きなところや、「あったらいいな・できたらいいな」の２つ

のテーマについてグループワークで話し合っていただき、最後にグループごとに発表していただきま

した。裏面にいただいた意見を記載させていただきましたので、ご確認ください。ワークショップの

今後の予定ですが、中高生ワークショップにつきましては、１１月と１２月、あと２月にも開催する

予定で、施設面だけでなく体験してみたい講座の内容などについても意見をいただきたいと考えてお

ります。また、有識者のワークショップにつきましては、１１月上旬に１回目のワークショップを開

催し、保護者や中高生からの意見を踏まえ、子どもに関する施設や取り組みで、「おもしろいな」と

か「あるといいな」と思うことや、また、子どもを取り巻く環境や施設の課題など、専門的な見地か

ら、こども未来館に必要な機能などについて議論いただきたいと考えており、少しでも多くの意見が

基本構想に反映できるようにしてまいりたいと思っております。 

以上です。 

【矢藤会長】 

ありがとうございました。ただいまのご説明について、何かご意見、またはご質問等はございます

か。馬場委員、お願いします。 

【馬場委員】 

このワークショップについてではありませんが、１つ要望があります。現在、えほん図書館があり

ますけれども、そのえほん図書館というのは、図書館の１室というよりは、乳幼児が自由に声を出し

たり動き回ることができる、どちらかというと、乳幼児施設としてのニーズが高いため、近隣の市町

からの利用者もとても多いと聞いています。よって、えほん図書館というのは、今の場所が適してい
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るという意見も多いため、今後、えほん図書館側からの要望なども聞く機会をどこかでつくっていた

だきたいなと思って、要望したいと思います。 

以上です。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。今の施設をさらに有効に活用するためのご意見ということで、またご検討

いただければと思います。その他いかがでしょうか。 

次に、報告事項の２点目、子育て世代包括支援センターについて、事務局からご説明をお願いしま

す。 

【事務局】 

それでは、永井からご説明をさせていただきます。資料５をご覧ください。まず、３階の一部に新

設する予定の子育て世代包括支援センターについて、現状の報告をさせていただきます。子育て世代

包括支援センターにつきましては、本年度の第１回目の会議におきまして、ラピオへの子ども・子育

て機能の導入を行うことについてご意見をいただいた際に、今ある既存の子ども・子育て機能を集約

して、子育て世代包括支援センターを設置すると説明をさせていただきました。現在は、関係課と調

整を進めまして、具体的な内容の検討を行っているところでございますが、その途中経過につきまし

て、報告をさせていただきます。まず、１、子育て世代包括支援センターの概要をご覧ください。小

牧市の子育て世代包括支援センターは、保健師等の専門的な見地から相談支援を行う母子保健型と、

それから、保育士などが当事者目線の寄り添い型の支援を行う基本型という２つの利用者支援事業を

同じ場所で行うことで、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を充実させようとするも

のです。認知をしていただきやすいよう、国の資料を小牧市の状況に合わせて修正したものにはなり

ますが、親子への支援とともに、関係機関と連携をして支援の充実を進めていくという絵を載せさせ

ていただいております。次に、２、センターで行う事業についてですが、これらは、将来的にセンタ

ーで実施をしていきたいと考えている事業になります。ここでは、代表的なものを例示させていただ

いておりますが、現在行っております相談支援に加えまして、国が示すガイドラインに基づいて、い

ろいろな事業に取り組んでいくことになるものと考えております。 

報告は以上でありますが、今後も途中経過を報告させていただきますので、今後ともよろしくお願
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いしたいと思います。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。 

ただいまのご説明について、何かご意見や、また、ご質問等ございますでしょうか。いかがでしょ

うか。 

では、私から要望なんですけれども、非常にいろいろな機能を集約して、ワンストップでやれると

いうのは非常にいいことだと思うのですが、一方で、多くの機能を集約した場合に、市内全域の人か

ら考えると遠いものになることもあり得ると思います。要するに、いろいろなところにばらばらある

と近くには何かがあるという状況から、非常に集約型の支援の体制をつくることによって、実は身近

でなくなるということもあり得るということです。それは、他のこととうまくつなげるという意味で、

利用者支援事業等によって、どこの地域にいても身近に窓口があり、そういったところを通じてしっ

かりつなげていけるような体制がないといけません。ここ１つに来るというよりも、身近なところに

窓口があって、そこにつなげているような形の体制を、もちろんそれを想定されているかと思います

が、念のために、申し添えさせていただきます。 

また、こういうセンターをつくるときに、父親がより来やすくするように、父親に対してサポート

ができるような形を、より意識していただきたいと思います。協力して子育てを家庭でしていくとい

うことで、子育てが誰かに偏らないような形をなるべく想定するべきかと思います。想定されている

とは思いますが、どうしてもこういうのはすぐママさんみたいな感じになって、逆に言えば、それは

子育てはママさんがやってくださいみたいなメッセージになりかねない部分もあるので、そのあたり

の配慮もお願いします。 

【事務局】 

現在、いろいろと計画中ではありますけれども、父親の方がよく来ていただいていますので、使い

勝手とか、お父さんが子どもを連れてトイレにも一緒に行けるような、そんな配慮も考えていきたい

なと思っています。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。何とか、より積極的な、より引っ張り込むぐらいの企画とプログラムをす
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ることが、子育ては楽しいなと思って行けるようなことにつながっていくと思います。今のお話は、

いろいろなことをご計画だとは思うのですけれども、意見として、記録に残すためにも申し添えさせ

ていただきました。よろしくお願いします。 

その他いかがでしょうか。杉浦委員、お願いします。 

【杉浦委員】 

要望ですけれども、今、先生がおっしゃったように、お父さんの相談窓口をぜひつくっていただき

たいなと思います。最近、テレビで、「家に帰らない夫たち」というのをやっていました。子育てで

忙しくて、帰ると奥さんに愚痴ばかり言われて、何から何まで文句言われるから、家に帰りたくない

ということで、早く会社が終わった後、街に行ってウインドゥショッピングなどしながら帰ってくる

というお父さんも結構増えていて、実は昨日、家庭訪問した家も、お母さんが、があーっと言って、

お父さんと話をしているときに、お父さんに対して否定的なことをばんばんとお母さんが言ってくる

そうです。これはお父さんも怒ってしまうとか思いながら、やはり男性の悩みを相談できる場所とい

うのはないんですね。けれども、子育ての上で、夫婦が円満に、少なくとも子どもの前では夫婦げん

かをしないとか、そういったことをしていくということも非常に大事じゃないかなと思います。比較

的、この子育て支援についてお母さん方は相談に行くのだけれども、お父さん方は、お仕事の関係も

あって、なかなか相談に行けない要素もあるものですから、結構お父さんの中でも悩んでいるような

方もみえるのではないかなと思います。その辺も小牧市の独特なもので、男性も大々的にちょっと打

って出るといいのかなと思いますので、こんな意見があったということで結構ですので、よろしくお

願いします。 

【矢藤会長】 

男性委員の苦笑いがありましたけれども、大変貴重なご意見だと思います。男性か女性かとか、家

庭が貧しいかとか、障害があるとか関わらず、みんなで小牧市の子どもを育てていけるような体制に

向けての積極的な施策が必要だというご意見かと私も受け止めましたので、ぜひご検討をよろしくお

願いします。 

その他、何かございますか。鳥居委員、お願いします。 

【鳥居委員】 
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このごろ、本当に子どもの自殺というのがすごく報道でも出てくるようになったような気がします。

そういう中で、どうしても子育てというと、乳児、幼児、小学校が中心ですが、今、小学校高学年、

中学校の方の悩みが結構出てきて、これは子育てというより青少年育成事業に関わってくると思いま

すけれども、その他の子育て支援事業ということで関係があると思いますので、そのあたり、どこか

と連携してその強化もぜひやっていただけるといいのかなと思います。 

以上です。 

【矢藤会長】 

貴重なご意見、ありがとうございました。よろしくお願いします。事務局として今まで出た意見に

対して、何かあればご意見いただけますか。 

【事務局】 

最後に意見のあった子どもの自殺予防、青少年の相談になるかと思いますけれども、今回、子育て

世代包括支援センターや、少年センターのカウンセリングなど、いろいろな相談機関が集約されてい

く形になると思います。それも併せて一層連携して、いろいろなことで取り組んでいきたいと思いま

すので、ありがとうございました。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。 

今、ご説明いただきましたが、本当に連携がすごく重要だと思います。学校はこれを把握している。

こちらのセンターでは実はこれを知っている。けれどもつながっていないというときに、実は知って

いたということが起こりかねません。それは大学の中でもあることで、保健室に来ている学生がいる

し、学生の相談に来ている学生もいるし、学生支援課のほうに来ている学生がいるので、大学でも連

携の会議を行ったりしています。だから、そのように情報交換するといろいろなことが見えてきたり

して、共有できることで、どこでしっかりケアしておくかといったようなことも見えてくると思いま

す。今、本当にしっかり体制をとって、また、学校の先生も知っていて、あるいは状況によっては警

察とか、さまざまなところとも連携しながら進めていくこともあるかと思います。体制を市としてし

っかりつないでいくようなことをお願いできればと思います。だから、連絡協議会みたいなものが何

らかの形であって、お互いの顔が見える関係をつくっておくと、いざというときに連携が非常にスム
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ーズにいくので、バランスは必要ですが、ぜひ意識して取り組んでいただければと思います。 

その他、全体を通して何かご発言ございますでしょうか。馬場委員。 

【馬場委員】 

ちょっとお聞きしたいことがありますが、時々、広報で見かけるこども政策課主催のイベントで出

ます申込先として、子育て応援隊というのを見かけますが、どういう方たちの集まりでしょうか。 

【事務局】 

実は、今年度から市民協働事業ということで、子育て応援隊と、名古屋友の会小牧最寄という２団

体と子育て支援に関する講座をしてくださいと業務契約を結んでいまして、今年度につきましては、

それぞれの団体さんで３回ずつの講座をやる予定になっております。 

【矢藤会長】 

その子育て応援隊というのはＮＰＯなんですか。 

【事務局】 

お母さんたちが集まる市民団体です。 

【矢藤会長】 

グループということですか。ありがとうございます。 

【馬場委員】 

ありがとうございました。 

【矢藤会長】 

その他、全体を通して、委員の方からありますか。事務局、お願いします。 

【事務局】 

こども未来部保育課の野村と申します。私から、家庭的保育事業等部会の設置について、及び家庭

的保育事業等部会の開催についてご説明をさせていただきます。本日、お配りをいたしましたお手元

の資料、家庭的保育事業等部会の設置についてをご覧ください。それでは、まず、家庭的保育事業等

部会の設置についてのご説明をさせていただきます。家庭的保育事業等部会につきましては、家庭的

保育所等の認可を行うに当たり、意見をいただくため、昨年度の第１回こども・子育て会議の際に家

庭的保育事業等部会の設置についてご審議をいただき、こども・子育て会議の下部組織として設置を
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いたしました。家庭的保育事業等部会の目的並びに役割につきましては、資料のとおりでございます

ので、ご確認ください。今年度ですが、家庭的保育事業等部会を開催するに当たりまして、部会委員

の選任につきまして、昨年度は１の目的の中で、児童福祉法上、児童の保護者その他の児童福祉に係

る当事者の意見を聴かなければならないとされているというところから、児童の保護者その他児童福

祉関係者から候補者を選任させていただきました。今年度につきましても、その方々を対象に選任を

させていただきたいと思います。まず、学識経験者といたしまして、昨年に引き続きまして、長江美

津子委員に、各種団体関係者につきましては、小牧市地区民生・児童委員連絡協議会代表で、昨年に

引き続き、沖本榮作委員、保育園長会代表の賀田野千代己委員、昨年に引き続きまして梶田尚美委員、

保育園保護者会代表の牧野かおる委員、郷司晴美委員にお願いしたいと思います。なお、長江委員に

おかれましては、引き続き、部会長をお願いしたいと思います。 

それでは、引き続き、家庭的保育事業等部会の開催について、ご説明をさせていただきます。平成

３０年１月４日までに小規模保育事業を開始する事業所を平成２９年５月１５日から７月１３日の

間に公募を行いまして、１者を選定いたしました。現在、その事業者につきましては、利用定員１９

名の施設として認可に向けて進めている状況であります。それに伴いまして、家庭的保育事業等部会

を１２月上旬ごろに開催いたしまして、認可に係るご意見をいただきたいと思います。日程につきま

しては、後日、部会委員の方々へご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、家庭的保育事業等部会の設置について、並びに家庭的保育事業等部会の開催について説明

を終わります。 

【矢藤会長】 

ありがとうございます。これに対して、何かご質問はございますか。 

特段ないようですので、ご報告承りました。その他、何かこれを言い残したということはございま

すか。 

ご発言等ないようですので、これで進行を事務局にお返ししたいと思います。 

【事務局】 

ありがとうございました。 

それでは、少し次第をご覧いただけますでしょうか。今後の予定についてご説明いたします。次回、
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第４回の会議になりますが、第４回の会議は、来年１月１２日の金曜日、それから、第５回の会議に

つきましては、３月６日に開催をいたします。時間はそれぞれ２時から４時までを予定しております

のでお願いいたします。お忙しいこととは存じますが、ご出席賜りますようお願いいたします。 

それでは、これをもちまして平成２９年度第３回小牧市こども・子育て会議を閉会させていただき

ます。ありがとうございました。 


