
議題 委員 意見等の要旨 意見等に対する本市の考え方

留守家庭子ども会の登録児童数が

減少しているが、これは、施設の規模

に比べ児童が多過ぎたり、職員の人

数が少ないなどの問題があるのでは

ないか。

児童福祉法が改正され、設備・運営に

関する基準の条例制定が自治体に義

務付けられ、国が示す基準をもとに、

広島市としても基準を作り、それをもと

に施設の改善を図る。

「現在利用している施設」は、「認可

保育園」の方が「幼稚園」より多い

が、「今度利用したい施設」では、「幼

稚園」の方が「認可保育園」より多

い。「幼稚園」は定員に空きがあり、ク

ロス集計して分析を行うことによっ

て、幼稚園の活用ができるのではな

いか。

今後、量の推計を行う必要があるが、

国が全国一律の考え方を今後示す予

定であり、それを踏まえて作業を行うこ

ととする。

山本委員

児童虐待件数について、広く社会的

な問題があって、急速に膨らんでお

り、広島市の場合は平成２４年度に

特に増加しているが、その理由は何

か。

全国で重大事件が発生したことによ

り、市民の関心が高まり通告件数が増

加したものと考える。広島特有の理由

はないが、県内で虐待による死亡事故

が発生したことによるものと考える。

菅谷委員

経済的支援の要望は高いと思うが、

内訳はないのか。

質問の中では内訳までとっていない

が、自由記入欄の中で、記載があると

考えられるので、今後整理する。

民安委員

子どもの遊び場の満足度について、

不衛生であるというのが、就学前児

童では多いが、就学児童では少な

い。また、道具などの設備が古くて危

険であるというのも、同様の傾向にあ

る。クロスすることによって、対応策

が分かるのではないか。

参考とする。

大原委員

保育園の待機児童数について、区別

に、また、年齢別に数値を示してほし

い。

次回会議で提示する。

ニーズ調査で、発達に課題がある子

どもたちがいる世帯の把握はできな

いか。

調査項目にはないが、自由記入欄の

中で、記載があると考えられるので、

今後整理する。

働かなければならない状況がある場

合においては、子育ての嬉しさや喜

びもあるが、実際には、精神的なしん

どさがあり、リフレッシュしたいという

ことが、この調査で読み取れる。この

ことについてどう考えているのか。

リフレッシュを目的とした一時預かり等

の利用希望も多く、こういうケアが求め

られていると考える。

伊藤委員

川口委員

第２回子ども・子育て会議での意見とその対応

１　子どもと子

育て家庭を取り

巻く現況につい

て

２　子ども・子育

て支援に関す

るニーズ調査

の１次集計結

果（概要）につ

いて
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議題 委員 意見等の要旨 意見等に対する本市の考え方

１　子どもと子

育て家庭を取り

巻く現況につい

て

２　子ども・子育

て支援に関す

るニーズ調査

の１次集計結

果（概要）につ

いて

宮崎委員

ひとり親について、母子世帯の年間

収入が291万円で、父子世帯の年間

収入が455万円となっている。母子家

庭の母親の多くは、非正規雇用が多

くて所得が低くなっている。親の経済

力が子どもの進学に結びつき、子ど

もが貧困になってくるという負の連鎖

が生じている。ひとり親の子どもはか

わいそうな状況にある。是非とも支援

に力を入れてほしい。

ひとり親の貧困率は50.8%で、2世帯に

1世帯が貧困といわれている状況にあ

り、ひとり親への支援の施策をしっかり

立てていかなければならないと考えて

いる。

民安委員

生活保護受給世帯の小学校4年生か

ら中学校3年生までの子どもを対象と

した学習支援会を、拡大していただき

たい。

（森会長）

全て行政がやるのか、経費や場所の

問題もあり、地域のボランティア活動

なども視野に入れていかなければ、

なかなか拡充は難しい。

－

八木委員

食育に関する件や発達障害に関する

件については、保育園児と同様に幼

稚園児も関係することである。また、

現在、私立幼稚園は、広島県が管轄

しているが、子ども・子育て支援新制

度では、政令市が所管することにな

ることから、両方に差をつけないよう

にしていただきたい。

時間的余裕がなく十分に調整ができて

いない部分もあり、今後整理する。

伊藤委員

こども療育センターの人員が足りない

ため、施設支援を申し出ても順番が

回ってこない。利用者の方も困ってい

るため、人員を増やしていただきた

い。

  施設支援は、保育園や幼稚園、学校

等からの要請に基づき、保護者の承

諾のもと、各施設に専門職員が出向

き、療育技術の指導などを行ってい

る。

　状況に応じて随時、電話や面接によ

る相談対応も行いながら、各施設と連

携を密にし、円滑な実施に努めていき

たい。

堀江委員

公園づくりに狙いや戦略的なものが

あるかどうかについて聞きたい。公園

はあるだけでなく、子どもの年齢や発

達によって使えるもの、使えないもの

があり、子どもの年齢によってニーズ

が変わるものだと思う。

ちびっこ広場については、子どもの公

園であるが、その他の公園について

は、年齢を問わず誰でも利用できるた

め、ニーズに合わせた整備をしていな

い。

川口委員

広島市には、３か所のこども療育セン

ターが整備されているが、現在の療

育の方法を見直す必要がある。現在

は、母子で通園することを原則として

いるが、お母さんが一緒になって療

育に連れていけない方もかなり多

い。環境的に恵まれた方は療育に通

うことができて、家庭的に難しい方は

療育に通えていない。

 　本市の児童発達支援センターは、

保護者支援を療育の柱として重視して

おり、保護者支援を含めた専門的な取

組を今後も継続していく必要があると

考えている。

　こうした中、児童の精神的自立を促

し、生活力をつけることを目的として、

肢体不自由児の年長・年中児の単独

通園を制度化して実施するなど、単独

通園へ移行する取組も実施しており、

今後も継続していきたいと考えてい

る。

３　子ども施策

総合計画の課

題及び対応の

基本的方向性

について
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議題 委員 意見等の要旨 意見等に対する本市の考え方

３　子ども施策

総合計画の課

題及び対応の

基本的方向性

について

川口委員

こども療育センターでは、診断までに

大変時間がかかる。診断が下りない

とサービスに結び付かない。自分の

ところは、近くの小児科医にお願いし

て、１週間でサービスに結び付けてい

る。診断からサービスに結び付ける

工夫に知恵を絞ってもらいたい。

　初診の診察待機期間の短縮化につ

いては、小児科医師の増員や、可能な

場合は地域の他の医療機関への引継

ぎ等により対応している。

　今後も、こうした対策に継続的に取り

組んでいくことにより、診察待機期間

の短縮化に努めていきたい。

民安委員

各区から１校ずつ３クラスを調査する

ことになれば、選ぶ学校で随分子ど

もの生活環境の違いがでてくるので

はないか。例えば、中区で言えば、３

校選び各校１クラスずつにすれば地

域差が少なくなると思う。

クラスごとに学校を選択することは現

実的に困難であるが、校長会や教育

委員会と協議して、平均的な数字が取

れるようにしたい。

川口委員

相談窓口の調査について、その認知

度や利用状況だけでなく、「相談した

上でその悩みは解決したかどうか」と

いうことを付け加えたらどうか。

解決の有無については、悩みの内容

によるところが大きいので、今回は記

載のとおりとする。

菅谷委員

相談窓口に「弁護士会」もあるが、入

れてもらえるのか。

相談窓口は、他にも多くあり、今回は

記載のとおりとする。

５　その他 八木委員

「子ども・子育て会議の趣旨」と「広島

市子ども施策総合計画の課題」の整

合性について、当会議の議論の目的

をどこに置いておけば良いのか。

子ども・子育て会議の趣旨は、今回新

たな事業計画策定にかかる意見をい

ただくというものである。子ども施策総

合計画は、次世代法に基づく計画であ

り、子ども・子育て支援法に基づく計画

より幅広い分野にわたるため、この計

画の見直しもあわせて行うものであ

る。保育・教育の需要と供給だけでな

く、ワークライフ・バランスや就労支援

なども含めた計画にしていきたい。

需要と供給のバランスについては、

どの項目から推測値を図るのか。

ニーズ調査の調査項目の中に、数量

に関する質問があり、現状の利用状

況と今後の利用ニーズに基づき推計

することになるが、今後の量の見込み

をどういう考え方・計算方法で行うか

は、国から指針が示される予定であ

り、それを参考にして今後推計してい

きたい。

４　子どもの生

活に関する調

査について
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議題 委員 意見等の要旨 意見等に対する本市の考え方

５　その他 伊藤委員

子どもの育ちについて、どういった子

どもを育てていきたいのかについて

は、しっかり時間を取っていただきた

い。

次回会議で議題とする。

最近、地域が失われてきている。地

域が弱くなっている。子どもが健やか

に育つためには、親の育ちも必要で

あり、それを支える地域の人も必要で

ある。そのため、地域を再生する視

点、地域をしっかり作っていくという視

点を入れてほしい。

次回会議で提示する。

堀江委員

ニーズ調査が色々な施策のベースに

なってくると思う。５年前、１０年前の

調査結果と比較すると、状況や意識

が随分変わっているところもあり、そ

ういったことも参考にする必要があ

る。

－

会議終了後に

いただいた意

見

［課題と基本的方向性］

・「児童相談所の体制の充実に努め

る」とあるが、具体的にはどのように

体制を充実するのか。

・子供の問題が深刻化していて相談

件数も増加している。児童相談所の

職員をもっと増やすこと、専門職を増

やすことが必要と考える。

・多くの里親や児童相談所のお世話

になっている人の意見では、「担当職

員がコロコロ変わって相談しにくい」と

の意見をよく耳にする。

①児童相談所は虐待相談・通告件数

の大幅な増加や相談内容の多様化・

複雑化などによって職員にかかる負担

が非常に大きくなっている。

②個々の相談に適切に対応するため

には、高い専門性の確保とともに十分

な人員配置が必要である。

③このため、児童福祉司や児童心理

司の増員や、心理職、社会福祉職など

の専門職採用者の配置、さらには、人

事異動サイクルの長期化の採用など

により児童相談所の体制を強化し、適

切な相談援助に努めていくこととする。

［課題と基本的方向性］

・「施設におけるケアの小規模化」「里

親への支援体制の充実」「施設にお

ける職員配置を充実させ」とあるが、

これは国の基準よりも広島市が独自

で職員配置を充実させるということな

のか。

・施設におけるケアの小規模化、特

に乳児のケアの小規模化は職員が

非常に多く必要である。年間の通院

件数は数年前に比べて格段に多く

なっている。通院には子ども一人に

対して職員一人が必要で、通院を補

う職員が必要である。

施設におけるケアの小規模化につい

ては、今年度中に策定する「家庭的養

護推進計画」に基づき、推進していくこ

ととしており、小規模化に当たっては、

職員配置の充実は不可欠だと考えて

いる。基本的には、国が定める措置費

において、必要な職員配置が行われ

るべきものと考えているが、実現する

までの間は、既存の補助制度の活用

も含めて、市としての必要な対応を検

討したい。

また、里親への支援については、引き

続き、市と施設が連携して行うが、里

親の増加策を含めた取組の充実につ

いて検討していきたい。

山元委員
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議題 委員 意見等の要旨 意見等に対する本市の考え方

１　子ども施策

総合計画の課

題及び対応の

基本的方向性

について

伊藤委員

新制度移行に当たって、保育園だけ

でなく、幼稚園、認定こども園、認可

外保育施設を含めた体系的な研修

制度を見据えてほしい。市としてトー

タルで見た体系を構築する必要があ

る。

保育園と認可外保育施設の研修につ

いては把握しているが、今後、幼稚園

の研修も見据えた上で検討していく。

常設オープンスペースは、できるだけ

身近な地域で整備してほしい。

常設以外のオープンスペースへの支

援を拡充してほしい。

オープンスペースの保険加入状況は

どうなっているか。

地域のオープンスペースの保険加入

状況はまちまちとなっている。地区社

協などからの支援で保険に加入してい

るところもあれば、加入できていないと

ころもある。実態を把握した上で、何ら

かの支援について、今後検討する。

ファミリーサポートセンター事業は、ひ

とり親家庭に対してもうまく使ってい

けるのではないか。

ひとり親家庭に対する支援施策のひと

つのメニューということで考えてみた

い。

いじめの問題に関しては、対処療法

的な対応が多い。もっと根本的にいじ

めがなくなるようなアプローチが必要

である。

今年度、スクールカウンセラーの活動

時間を小中学校で２時間増やしてお

り、この２時間を、こども達の授業や休

憩時間の様子を見る時間に充てるほ

か、先生とカウンセラーによる会議をも

つことで、未然防止ための取組を進め

ている。

子ども会活動がある小学生に比べ、

中学生は地域との関係が薄いように

思う。ボランティア授業の活用などに

より、中学生がもっと地域に関われる

体制がとれないか。

児童館の役割の中に地域との連携が

ある。児童館を拠点として活動を行っ

ている団体の行事の中に、中学生もス

タッフとして入っている取組事例もあ

り、こうした取組を団体と連携をとり推

進していきたい。

堀江委員

保育の質、幼児教育の質とは、具体

的に何なのか。また、それは共有さ

れているものなのか。そしてその評価

はどうするのか。

・保育の質が何かということについて、

一言で言い表すことは難しいが、一般

的には保育士の配置人数や保育室の

面積、保育士が提供するサービス内

容、給食の内容、園舎の設備など全体

として保育の質になろうかと考える。

・保育園では、保育園の自己評価及び

保育士等の自己評価を行っている。こ

れは、保育所保育指針に位置付けら

れており、監査の時も自己評価を見て

回っている。

・市立幼稚園では、評価について規則

で定められており、自園の評価、第三

者による学校評価という評価制度によ

り、毎年見直し改善を図っている。

第３回子ども・子育て会議での意見とその対応

参考資料１－２
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議題 委員

１　子ども施策

総合計画の課

題及び対応の

基本的方向性

について

下西委員

保育の民営化が進み、低コストで保

育園をつくるとなると、待機児童の解

消にはプラスになるかもしれないが、

人件費や子どもに係る経費が削減さ

れ、保育の質の低下につながるので

はないかと危惧している。待機児童

の解消を優先するあまり、保育の質

が低下することのないよう考慮してほ

しい。

待機児童が増えている状況の中で、

保護者の要望に応えていくためには、

私立保育園の増加によって定員の増

を図るという方針を定めている。保育

の質については、研修あるいは指導

監査を通じて保育の質が担保できる

仕組みを従来から図っているところで

ある。

蒲原委員

「課題」は、現状（バックデータ）を把

握した上で提起しているのか。漠然と

した文言だけでなく、目標を定めてや

らないと絵に描いた餅になりかねな

い。

今回計画をつくる上で、各事業に関し

て量の見込みを設定するように示され

ており、適切に対応していく。

２　子ども・子育

て支援事業計

画における教

育・保育提供区

域設定につい

て

伊藤委員

教育・保育施設の区域を中学校区に

すると、現状、周辺の中学校区の施

設を利用することで需要をすべてカ

バーしている場合でも施設を整備す

ることになる。行政区と中学校区の中

間の設定ができないか。

原則、中学校区にしてはどうかと考え

ており、子どもの人数に合わせて、２つ

３つの中学校区を合わせて１つの区域

をつくるということも考えられる。

放課後児童健全育成事業はニーズ

がかなり高く、子どもが自分で通うこ

とを考えると、基本的に小学校区とす

べき。

留守家庭子ども会は小学校区単位で

あるため、基本的には小学校区単位

で需給の過不足を整理したいと考えて

いる。

病児・病後児保育事業については、

現状で行政区単位である程度整備さ

れているので、実態に合わせて行政

区としてはどうか。

病児・病後児で預かる子どもの数も今

後増えてくる見通しがある一方、委託

を受けてもらえる病院を探すのが困難

な状況があり、全市を区域として考え

ざるを得ない実態がある。

実態として、区域ごとの幼稚園、保育

園の定員がどうなのか、子どもがど

の地域から通園しているかを調査し

てから区域設定をしてはどうか

今後の検討とする。

これとは別に、次回会議において、区

域ごとに施設数や定員を設定した資

料を提示する。

八木委員

私立幼稚園８９園中、８２園がスクー

ルバスを運行するなど、広範囲から

通園している実態があり、教育・保育

施設の区域（特に１号、２号）として中

学校区は狭すぎる。１号、２号を分け

ると兄弟姉妹が別の園に行かなくて

はいけないということにもつながる。

あくまで計画を立てるに当たって、利

用ニーズを把握するための目安の区

域ということであり、実際の利用を制限

するものではない。

４　新たな子ど

も施策総合計

画（子ども・子

育て支援計画）

の骨子案

川口委員

新しい計画については、多様な市民

の意見を取り入れてほしい。

今回行ったニーズ調査の中に自由記

入欄があるが、その中で色々な意見

が出ており、今後、集計結果として提

示する。

意見等の要旨
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議題 委員 意見等の要旨 意見等に対する本市の考え方

会議終了後に

いただいた意

見

川口委員

【障がいのある子ども及びその家族

の広島における成長・発達の支援に

ついて】

障がいのある子ども達への支援サー

ビス量の策定及び提供区域設定は

行わないとのことだが、これでは障が

いのある子どもの発達支援及びその

家族の子育て支援の課題が見えな

いままになってしまうのではないかと

危惧する。

障がいのある子どもへの支援につい

ては、量の見込みや確保方策の記載

が必要な事業とはされていないが、施

策の現状と課題及び主な施策展開に

ついて項目を設けて記載をする。

【子どもの育ちについて】

森委員長が示された「子どもの育ち」

に関しての意見は大変重要だと考え

ている。「子どもの主体性、能動性を

大切にすることができる環境づくり」を

どう形成していくか、次期総合計画策

定に向けての審議の中で、市民意見

と照らし合わせながら折に触れて考

えていくことが、家庭・地域での子育

て力低下という課題に対する広島市

の答えにつながっていくように思う。

－

菅谷委員

【保育の質について】

保育の質というのは、中身をよく考え

ないと言いっぱなしで終わる可能性

が大きい。子育てをしている親の労

力や経済的負担を配慮しない園は避

けたいところだが、現実的には、自宅

や職場との近さなどから他の園を選

択するのは困難。保育の質の向上

は、経済的部分と切り離して考えるの

も難しい。

－

堀江委員

保育の質について、統一ができてい

ないため、次の①②を合わせて保育

の質と定義する。

①構造の質・・・有資格者数、クラス

の人数、配置割合、必要面積などの

子どもが保育を受ける「舞台」とする。

②プロセスの質・・・日々の体験その

もの

　(1)子どもと保育者との関わりがどう

であったか

　(2)子ども同士の関わりがどうであっ

たか

　(3)モノや動植物との関わりがどうで

あったか

　(4)生活面での成長発達

－

【保育の質について】
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議題 委員 意見等の要旨 意見等に対する本市の考え方

会議終了後に

いただいた意

見

堀江委員

第三者評価については、積極的に

行っていただきたい。入れればどこで

も良いという状況の中、事前に客観

的な評価による保育の質についての

情報があれば安心できる。また、市

外から転入してきた場合の施設選び

の必要情報にもなる。

本市としては、第三者評価を受審し、

その結果をホームページ等で公表す

るよう働きかけていきたいと考えてい

る。なお、国においては子ども・子育て

支援新制度において、第三者評価等

の推進を図るため、受審費用の一部

を公定価格に盛り込むことが議論され

ている。

第三者評価が困難な場合、例えば、

利用者のアンケート調査の回答や施

設ごとのトラブルやクレーム件数の公

表や各施設の構造の質に関する情

報（離職率、平均勤続年数、クラスの

平均人数など）とプロセスの質に関す

る事柄の発表事例などを積極的に公

開してもらいたい。

苦情や園の自己評価をホームページ

で公表している保育園もあり、こうした

取り組みを周知することにより、積極

的に公表する園を増やしていきたい。

研修をして質を上げるという説明も

あった。保育者の資質の向上が保育

の質の向上に直結するため、しっか

りとした研修が必要だが、まずは、質

の中身や目標を明確にした上で、研

修を受ける保育者（先生）に求められ

る内容やレベルも明確にする必要が

ある。

保育の質の向上を図るため、職員間

で学び合う体制を作り、職員一人一人

や園の課題を明確にしたうえで、保育

士の階層別に合わせた研修を体系

的、計画的に実施している。

質のモニタリングは、個人レベルから

保育制度レベルまで様々なレベルで

必要と考える。限られた人的資源・予

算・時間の中で、質のモニタリングま

で手を付けることは容易ではないが、

長期的に質の高い幼児教育や保育

を担保する一つの手段として必要で

ある。

－

未就学児童は公的な財源分配も少な

く各家庭の事情により育ちの環境も

様々である。例えば、４～６歳児は、

幼稚園・保育園・子ども園と施設や公

立・私立、認可・認可外など属性も

様々である。これらの施設や属性の

違いによって、子ども達が受ける利益

に極端な差が生じることがないような

制度や環境整備が必要と考える。

平成２７年度から施行予定の子ども・

子育て支援新制度は、すべての子ども

に質の高い幼児期の学校教育、保育

の総合的な提供を目指すものである。

本市においても、既存の認可外保育

施設の質の向上を図るため、今年度

から運営費等の支援を始めることにし

ている。

子育てにやさしい社会は、多くの人に

とって過ごしやすい社会である。社会

インフラや社会マナーは子どもや子

育てにとってやさしいものかどうかの

検討が必要である。今は子育ての制

度についての議論が中心であるが、

「子育てしやすい町」として住民の意

識やまちづくりのハード面の整備も重

要と考える。

重点施策の「社会全体で子どもを育て

る環境づくり」及び「地域における子育

て環境の充実」で取組を検討する。

【子どもの育ちについて】
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