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平成 26年度第５回多治見市子育ち支援会議 議事録 

 

○日時：平成 27年２月５日（金）午前 10時～午後 12時 

○場所：多治見市役所北庁舎４階第２会議室 

○出席者 

（委  員）今村光章会長、宮村登美子副会長、臼井友則委員、齊藤英久委員、齋藤由美委員、土岐

正典委員、稲垣信子委員、齋藤由美委員、坂﨑誠子委員、堀裕一委員、高木貴代子委員、

山本博子委員、白石真美委員、三田寺正恵委員 

（欠  席）伊藤威一郎委員、春田美和委員、加藤悦男委員、堀尾憲慈委員、櫻井香好委員 

（事 務 局）福祉部次長纐纈、子ども支援課長長江、保育園幼稚園グループリーダー杉村、子育ち支

援グループリーダー三品、井出、小久保 

 

○議事 

（１）多治見市子育ち支援事業計画（案）について 

（２）子育ち支援制度に係る情報の提供について 

 

【今村会長】 

おはようございます。今日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

それでは、議事１．多治見市子育ち支援事業計画案について、事務局から、説明お願いします。 

 

多治見市子育ち支援事業計画案①「安心して子育てできるまち」に関する説明[事務局説明] 

 

【今村会長】 

ありがとうございます。それではご意見、ご質問お願いします。 

 

【委員】 

質問が２点あります。利用者支援事業について、初めてのことで実績がありませんので具体的

に教えて下さい。もう一つはお願いになるのですが、乳児家庭全戸訪問事業の従事者について、

全戸訪問をやっておられる中で、少子高齢化も進む中、子育てに関する研修を十分していただき

たいと思います。２世代、３世代での家族構成の家庭構成が少なくなっており、現在の子育てニ

ーズは、今まで以上に多様化していると思われます。さらに、子育て世代の親のニーズに対する

理解するため、研修体験を整備する必要があると思います。 

 

【事務局】 

利用者支援事業についてですが、具体的には身近な実施場所で情報収集と提供を行い、相談を

個別に行うような位置づけになります。例えば、横浜市の子育てコンシェルジュと言われるよう

な方で、市役所の窓口で親のニーズを聞いて適切なサービスを進めるようなものになります。多

治見市の場合は、コーディネーターを子ども支援課に嘱託職員を配置しており、この位置付けを

より明確にしたいということで、４月以降は国の補助事業に該当させて実施していきたいと考え

ております。 

２つ目の乳児家庭全戸訪問事業の従事者への研修については、子育てに関する情報提供や児童

虐待の現状など、説明・研修する機会を設けています。 

 

【今村会長】 

乳児家庭の訪問事業については、複数で回ったほうがいいと思います。子育ては多様な意見が

あり正解がなくて、「泣きぐせがついてはいけない」という人もいれば、「いやいや大丈夫」とい

う人もいるので、偏った意見にならないように複数がいいと思います。 
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【事務局】 

個別に支援を要するような家庭の場合には、家庭児童相談員が一緒に行くことがあります。 

 

【委員】 

これまでは第一子のみの訪問でしたが、現在では第一子は保健センターの保健師が回り、第二

子以降は、母子保健推進員さんが回っています。 

 

【事務局】 

母子推進員への研修について保健センターへ確認します。利用者支援事業については、国の名

称として使われているものですが、計画掲載においては分かりやすい表現とするよう検討します。 

 

【委員】 

親の取り組みという所で、「子育てに関する情報の提供に努め、積極的に情報交換します」と

あります。子育てがはじめてのお母さんは、子育てに関する情報をほしい気持ちがあるものの、

その第一歩としてどういった方法でサポートしていくのかが課題としてあります。以前、保健セ

ンターで「すくすく教室」というような子育てに関する講座がありましたが、現在は別の取り組

みが始まっています。子育ては日常的なもので、その日常的な動きをどうサポートしていくのか

という所を、もう少し具体的含まれているのといいかと思います。既に、計画に記載されている

場所があれば教え下さい。 

 

【事務局】 

保健センターは実態として様々な事業をやっており、子育ての情報提供に関するものとしては、

「ママパパスクール」や「マタニティセミナー」があります。計画において各課すべての取り組

みが掲載されているわけではなく、事務局で把握しきれていない情報もあるかと思いますので、

正確に情報を確認してから事業の進め方について検討していきたいと思います。 

 

【今村会長】 

乳児について、第一歩目ということであれば、例えば母子健康保健手帳の交付時に情報提供す

るというように、子育て支援の入口に対して工夫をして頂けることがあればいいかと思います。 

 

【委員】 

他市の状況や人口規模において、多治見市は大きな産婦人科が３つもあるのは素晴らしいと思

います。そこで、産婦人科をもう少し利用した情報提供などがあればいいと思います。乳児を抱

えて外に情報を取りにいくというのはなかなか難しいので、地元の産婦人科と連携して市の情報

を提供するような工夫があるとうまくいくのではないかと思います。 

 

【事務局】 

保健センターの事業において、母子手帳の交付時に情報提供するようになっています。様々な

資料が渡されることが想定されるため、産婦人科と連携し出産等に特化した情報の提供について

保健センターと検討します。 

 

多治見市子育ち支援事業計画案②「ゆとりを持って子育てできるまち」に関する説明[事務局説明] 

 

【委員】 

障がい児の健全な発達の支援という箇所がありますが、昨年度実施したアンケート調査の自由

記入の中で障がい児を持っている親の意見として「このアンケートは私たちには関係ないと感じ
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た」というものがあったのが印象に残っています。こういうふうに思わせてはいけないと感じま

した。「なかよし・ひまわり」といった施設で待機児童がいるという現状があるのに対して、定

員が何名で現状がどうであるかといった情報が見えてこないと思うのですが、どうでしょうか。 

 

【委員】 

待機が多すぎて、ダウン症なのに療育を年中で卒業させられたという話を聞きました。アスペ

ルガーなのに下がつかえているから卒業させられることもあるようです。待機児童の受入教室は、

２週間に１回であるため、１度休んでしまうと間が空いてしまいます。とにかく詰め込めばいい

いうわけではなく、入った子が小学校に上がるまでのケアも必要なのかと思いますがどうでしょ

うか。 

 

【事務局】 

障がい児については、障がい者の計画にも事業掲載があります。待機児童の件については、こ

れまでに「なかよし・ひまわり・言葉の教室」の受入人数をそれぞれ増やしてきましたが、対象

者の増加が著しく待機が生じている状況です。その対応策としては、待機教室をつくりました。

療育のあり方について試行錯誤している状態ですが、確保方策が課題であることは明確です。 

通所先の変更や終了については、子どもの状況に応じ現場と関係者で検討しています。個別療

育が必要と判断する場合、「なかよし・ひまわり」を通所先と考えています。例えばダウン症の

方全てに個別療育が必要とするのではなく、子どもの発達の状況に応じて検討しています。小学

校の就学や社会生活に向けて自立していくことを考えた場合、変更や終了を含め支援を図ってい

ます。個別療育が必要な子どもを放っておくようなことは決してありません。成長に伴い環境も

変化していきますので、変更や終了が望ましい子どもにはそのような提案を行い、小学校の就学

へつなげていきたいという思いがあると考えます。 

 

【事務局】 

実際に待機がでているのが現実ですので、療育の質は落とさないように中身を見直そうという

ことで、例えば月に一回しか来られないという子もいるので、逆にそういった子は訪問支援に切

り替えて、療育は個別、集団は園に訪問して支援していただくというようなやり方も検討してい

ます。すぐには何ともならないかと思いますが、施設の整備もそうですが、内容も工夫していき

たいと考えています。 

 

【委員】 

本来、ことばの教室は、幼児がことばをうまく話すための教室でした。現在では療育が必要な

子も通っています。担当の方も、一つひとつの障がいを学ぶことから始めて、現在では質も向上

しています。保育園・幼稚園でも療育が必要な子を集めて、その子たちのための時間を取るよう

になってきていることを、ご報告させていただきました。 

 

【委員】 

小学校に上がる際に、幼稚園のことばの教室は小学校のそよ風の対象となるのですが、別のこ

とばの教室と勘違いして入ってこられる親が多いです。 

名称を変えるだとか、市役所が勉強会等で情報発信をするだとかしてほしいと思います。 

 

【事務局】 

ことばの教室の名称と実態が伴っていないということは確かにあり、名称変更の必要性も感じ

ておりますが、そういった目で見られたくないといった保護者の方の利用しやすさを考慮してい

る状況です。勉強会については、保護者の方の要望があれば行っており、また、学校見学会等も

子ども支援課で行っています。 
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【委員】 

小学校に上がってから、療育を受けている子にはお知らせ等がいく一方で、療育を年中さんで

切られた子は自分から情報を求めていかなければいけないのでしょうか。市役所の説明会は年に

１回しかないかと思います。その時に子どもが風邪をひいたとか、入院したとかになると参加で

きないこともあります。 

 

【事務局】 

どこかに入園されているのであれば学校見学の案内があると思います。学校見学会は、学校と

日程調整を行って実施しています。過去には、都合が悪く出席できず学校に直接見学の相談をさ

れる方もいますので、個別な対応となると思います。 

 

【委員】 

事業者の取り組みについては、具体的にはどのように考えておられるのですか。 

 

【事務局】 

理念的なものになりますので、具体的に制約があるものではないと考えます。事業者の義務で

はありませんが、市として応援するので事業者としても頑張っていただきたいです。 

 

【今村会長】 

行政のメディア戦略として、ここの事業所では育児休暇をとったお父さんが何人出ましたとい

ったイクメン紹介を市の出している広報誌などで発信していければいいのではと思います。 

全体に関わることでこれだけ言っておきたいのが、市民と行政という２つの要素しかないとい

うわけではなく、第三セクターとして地域があって、地域で一時保育するとか、障がい児の親の

会をつくって他の親を育てるような親同士のサポート体制があるといいのではないかと思ってい

ます。 

では、次の説明をお願いいたします。 

 

多治見市子育ち支援事業計画案③「子どもが豊かに育つまち」について説明[事務局説明] 

 

【今村会長】 

何かご意見ありますか。 

 

【委員】 

いじめに関するアンケートが学校で行われていますが、内容として友達がいじめで死んだらど

う思うかといった質問があったようです。小学１年生ではそのような考えは持たないと思います

ので、もうちょっと年代にあったものを作った方がいいのではと感じました。 

 

【今村会長】 

多治見市というよりは、学校対応の内容ですね。確かにそれはそうだと思います。 

 

【委員】 

人権擁護委員としまして、こども権利を含めこれからも講義の機会を増やしていきたいと思っ

ています。 

 

【今村会長】 

積極的なご意見ありがとうございます。 
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【委員】 

学校でいじめがあったとして、守秘義務もあるかと思いますが、学校の汚点ではないと思いま

すので情報をもっと出していただきたいです。 

 

【事務局】 

守秘義務を踏まえながら、連携していただきたいです。 

 

【委員】 

子どもを取り巻く有害環境対策の推進について、インターネット・携帯電話を使うことの勉強

会を教育研究室へ依頼したところ、先生が転勤したことで県の教育委員会に依頼することになり

ました。教育研究所においても継続して事業実施をお願いしたいです。 

 

【事務局】 

内容により指導に相応しい方を案内していると思います。 

 

【今村会長】 

次の議題に移りたいと思います。 

 

多治見市子育ち支援事業計画案④「こどもが自主的に活動できるまち」について説明[事務局説明] 

 

【今村会長】 

何かご意見ありますか。 

 

【委員】 

質問ですが、児童館の老朽化に伴って、昨年は公民館と児童館が一体化した根本交流センター

が設立されたと思いますが、大原児童館でも老朽化に伴って、公民館と一体化するといった話が

回覧板で回ってきました。今は、そういう方向性へと向かっているのでしょうか。というのも、

児童館は高校生くらいになると行きにくいというのもありますが、根本交流センターでは中学

生・高校生が自習していていいなと感じていました。 

 

【事務局】 

複合した施設として整備する方向で考えています。複合することでのメリット・デメリットが

あるかと思いますが、メリットの方が大きいと感じています。 

 

【委員】 

学校に保健室の先生のような、何でも相談できるような先生はいるのでしょうか。 

 

【事務局】 

保健室の先生のほかに、多治見市では「ほほえみ相談員」がいます。また、心理的なケアが必

要な場合にはスクールカウンセラーが対応するというように聞いています。 

 

【今村会長】 

次の議題に移りたいと思います。 

 

多治見市子育ち支援事業計画案⑤「次の世代につなげるまち」について説明[事務局説明] 
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【今村会長】 

何かご意見ありますか。 

 

【委員】 

高齢者指導者の参加とありますが、私の住んでいる根本地域だけかもしれませんが、登下校ボ

ランティアが 70 歳以上の方ばかりで今後活動が続いていくのか不安があります。募集等はしな

いのでしょうか。 

 

【事務局】 

高齢者・保健福祉計画の中での、健康づくり・生きがいづくりを大切にしていきたいという所

とリンクしており、シルバー人材センターが放課後児童クラブを受けて運営していたり、学校内

での児童クラブを増やしていく上で経験者は戦力になるということで、活動の場を提供したりと

いったことを書かせていただいております。詳しくは高齢者・保健福祉計画の中で書かせていた

だいております。 

 

【今村会長】 

次の議題に移りたいと思います。 

 

多治見市子育ち支援事業計画案⑥「子育てにやさしいまち」について説明[事務局説明] 

 

【今村会長】 

何かご意見ありますか。 

 

【委員】 

子どもが虐待から守られる仕組みづくりについてですが、虐待の現状としては母親と父親のど

ちらから受ける方が多いのでしょうか。 

 

【事務局】 

全国的にも多治見市でも同じで、母親の方が多いという結果が出ています。 

 

【委員】 

それだけ母親に子育ての負担が多いという現状があり、いろいろ事業を聞いていても母親の支

援が手厚くなってきていると思います。一方で、少ないお父さんにも目を向けた支援はないのか

なとも感じます。 

 

【事務局】 

子ども支援課に寄せられる相談の中に、数件お父さんからの相談があります。 

 

【今村会長】 

先ほど民間の力を借りてという話をしましたが、最初は行政が旗を振らなければいけないと思

いますが、親父の会みたいなものを定期的にやっていくことで、３年４年経つと自然と子育てに

関心のあるお父さん方が集まってきて、自分達でサークルのようなものを立ち上げていくと、そ

こがいわば駆け込み寺のようなものになるのかなと思います。幼稚園・保育園でも父親にプール

掃除や窓ふきをやりましょうということで仕事を与えると、親父同市で集まって食事会を開催す

したりして、地域のつながりが広がると思います。行政のできることにも限界がありますので、

このような工夫を民間の方でしていかないといけないのではと感じています。 

また、母子家庭、父子家庭に必要な代理の母親や父親をＮＰＯがつくるということも可能だと
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思いますし、虐待家庭のアフターケアについても民間の力を借りれたらと思います。 

 

【委員】 

虐待について、お母さんが子どものころにネグレクトを受けていて、子どもとの付き合い方に

苦しんでいるという相談を受けました。そういう、お母さんが気軽に相談できる駆け込み寺があ

るといいのですが、なかなかトラウマを話すのは難しいと思います。 

 

【事務局】 

子ども支援課の女性の相談員が２名おり、女性の相談であれば年齢問わず広く相談に応じるこ

とができます。重症化して虐待につながるような心配があるお母さんは、行政としても支えてい

きたいと思っています。 

 

【今村会長】 

２点お話させていただきたいことがあります。 

１点目は保育士さんと幼稚園教諭の待遇の改善をしてほしいということです。この方たちは、

保護者にとっては一番の窓口になりますが、各市町村によって保育者の資質や能力は違います。

資質向上のためには、やはり待遇改善が必要になります。経験豊富な方を採用するシステムをつ

くることや、待遇を改善するというふうにすれば、よくなってくると思います。 

また、保育者（保育士、幼稚園教諭）の資質向上のための研修や研究の機会を全市レベルでい

くつも持っていただきたいと思います。園の担当をはずれて研修にいくためには手当等も必要に

なりますが、そのようなゆとりをもって保育力の向上していかなければ、全体的に上がっていか

ないと思っています。 

さらに、３つの園で連携して１日だけ担当を変えるというようなローテーションをすることで、

違う保育をみることが出来て、自分の保育を見つめなおす機会になります。これは、ぜひともお

願いできないかと思います。 

他にも、年に一回くらいは保育関係者が集まって、話ができるような機会があったらいいと思

います。 

２つ目としては、今度の子ども子育て関連３法では、国が制度設定したものの施行管理の主体

を市町村としています。他の市と同じことをやるのではなくて、多治見で育ったら必ずこれは経

験しているといった特色ある体験を幼児期にしてもらったらどうかと思います。 

 

【委員】 

幼稚園ではイベントをやるときに、多治見のものを使うようにしていました。タイルは絶対工

作に使うだとか粘土を触らせるだとか。みんなが意識を変えるだけで、変わってくると思います。 

また、テントを張る作業の時にはお父さん大歓迎といって募集することがきっかけで、パパ友

が出来て、地域がつながって活性化していくことになると思います。また、突然来なくなったお

父さんがいると何かあったのかなといったアンテナにもなります。 

 

【委員】 

「土と版画展」というものを多治見市で取り組んでいると思いますが、小・中学校と一緒にな

って展覧会をやったり、中学校を卒業するときに地元の陶芸家さんのお茶碗をもらったりしてい

て、それが市全体に広がればいいのかと思いました。 

 

【今村会長】 

次の議題に移りたいと思います。 

 

（１） 子育て支援制度に関わる情報の提供について 
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家庭的保育事業等の認可手続きについて[事務局説明] 

放課後児童健全育成事業について[事務局説明] 

保育園幼稚園事業について [事務局説明] 

 

【今村会長】 

それでは、事務局から次回の日程についてご連絡お願いします。 

 

【事務局】 

次回の日程について  [事務局説明] 

 

【事務局】 

今回のご意見の中で、計画に盛り込めるものについてはできる限り検討していきたいと思って

います。 

 

【今村会長】 

ありがとうございました。次回は出来てきたものの最終確認という形になるかと思います。 

それでは、以上をもちまして、“第５回多治見市子育ち支援会議”を閉会致します。どうもあ

りがとうございました。                        以上 


