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令和元年度 第１回いわき市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

（子ども・子育て会議）議事録

１ 開催日時

令和元年５月22日（水） 午後２時00分から午後５時00分

２ 開催場所

いわき市文化センター２階中会議室

３ 出席者

⑴ 児童福祉専門分科会委員（15名のうち12名出席） ※五十音順

猪狩利江委員、伊藤順朗委員、鎌田真理子委員、草野祐香利委員、強口暢子委員（会

長）、佐藤早苗委員、菅波香織委員、鈴木潤委員、新妻英昭委員、芳賀定道委員、平澤

妙子委員、宮内隆光委員

⑵ 事務局（16名）

こどもみらい部：高萩部長、中塚次長兼総合調整担当

こどもみらい課：小島課長、松﨑統括主幹兼課長補佐、草野主幹兼課長補佐、草野企

画係長、川嶋主査、渡邉事務主任、植木主事

こども支援課：鈴木参事兼課長、中村主幹兼課長補佐、白土こども支援係長

こども家庭課：武山課長兼子育てサポートセンター所長、松川主幹兼課長補佐

舘子育てサポートセンター次長、會川主査

４ 協議事項

⑴ 地域型保育事業の認可について（資料１）

⑵ 第二次いわき市子ども・子育て支援事業計画の考え方について（資料２） 

⑶ 子どもの生活実態調査や地域の子育て団体等の調査について（資料３） 

５ 報告事項

⑴ 児童館・児童センターの今後のあり方について (資料４)

⑵ 平成 31 年３月以降に開始された施設について（資料５）

６ その他

⑴ 令和元年度児童福祉専門分科会スケジュールについて（資料６） 

７ 会議の形式等について

・ 委員半数以上の出席があり、会議が成立していることを報告した。

・ 会議を公開することを確認した。

・ 議事録は、議事に直接関係する発言又は説明内容のみを記録し、委員名を記録しな

い「要点筆記方式」で作成することとした。

・ 議事録署名人は、猪狩利江委員と伊藤順朗委員の２名を選出した。
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・ 傍聴人は、２人

８ 内 容

～協議事項～

⑴ 認定こども園・地域型保育事業の認可について

発言者 発言内容

会長

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ａ

事務局

会長

委員Ｂ

事務局

委員Ｂ

「協議事項(１)地域型保育事業の認可について」、事務局からの説明を

求める。

資料１に基づき説明（こどもみらい課長）

新規の施設は、よくあるのか。

昨年度は２施設ある。うち１つは、今回同様、新たに施設を建設して

開始されたものである。

市が事業者に積極的に干渉しているのか。

事業者に対する整備依頼はしていない。待機児童の状況などを事業所

の方が把握し、進められているものと思う。

いわき市内の状況は、色々な場面でお示ししているので、希望がある

事業所が手を挙げているものと思う。

提供区域内で供給過多となる所には、歯止めをかけることが必要にな

るが、今のところは、低年齢部分はまだ不足しているので、適正であれ

ば、いわき市の目標の基準値と見比べながら、認定してよいと思う。

いわき市の待機児童が７名とあり、郡山・福島に比べて少ない。

認可、開園してからの監査体制はどうなっているのか。

直接施設に伺う実地監査は、保健福祉部の法人指導の担当が必ず年１

回は行っている。

また、給付の関係で、職員の配置状況等、書面等でも確認している。

必ず、全ての事業所がその監査対象になっているという理解でよいか。
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発言者 発言内容

事務局

委員Ｂ

事務局

会長

事務局

委員Ｃ

事務局

委員Ｃ

事務局

委員Ｄ

事務局

委員Ｅ

届出がなされていれば確認できているが、届出がなされていない場合

については、できていない部分があるかもしれない。

一方、本年10月からの幼児教育無償化は、認可外であっても届出によ

り効力が生じるので、届出が漏れなく出てくることを期待している。

届出すれば、監査の対象になるという事か。

お見込のとおり。

届出をされた場合には、保健福祉部で監査が行われている。

こどもみらい部では、定期的にどんな運営状況かの調査までは、具体

的には至っていないのか。

給付にかかる書面での確認は行っているが、実地監査は行っていない。

ただし、昨年度の福島市での午睡時の事故を受け、認可外の施設を対

象に午睡時の緊急点検を行うなど、適宜確認は行っている。

衛生面は、特に注意する必要がある。調理員のトイレの動線等は区分

されているのか。

給食の食材の搬入については、一般の方の動線とは完全に区分され、

調理員のトイレも別に設けられている。

職員トイレは、保護者も共用なのか。

職員だけでなく保護者も含めた大人が使う事になっている。

横浜の幼稚園が突然閉園したという報道があった。今回のように、法

人ではなく、個人経営の場合、事業の継続性について問題がないか。

代表の方は、保育所の経験は長くある。また、給付が急に止まっても、

一定期間継続出来る資金を有していることや、また、現在法人格取得に

向けて動いている状況もあるため、事業の継続性については、特に大き

な問題は無いと考えている。

職員は常勤５人で非常勤４人とあるが、非常勤職員の勤務はどのよう

になっているのか。
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発言者 発言内容

事務局

会長

委員

非常勤は、５時間のパートタイムである。

定期監査の結果や、その後の運営状況等、新規事業所は１～２年ぐら

いは実態の把握に努めて頂きたいと思う。

認可については、「了承」としてよいか。

～異議なし～

⇒「協議事項（１）」終了

⑵ 第二次子ども・子育て支援事業計画の考え方について

発言者 発言内容

会長

事務局

委員Ｄ

事務局

委員Ｂ

事務局

委員Ｂ

「協議事項(２)第二次子ども・子育て支援事業計画の考え方につい

て」、事務局からの説明を求める。

資料２に基づき説明（こどもみらい課主幹兼課長補佐）

現場では、先生の確保が非常に困難な状況となっている。今後、その

確保方策については審議の対象とならないのか。

保育士等の確保方策についても、次期計画の中で検討していきたい。

保育も社会資源として必要であるが、育児休暇を取れるような社会シ

ステムの環境整備も重要である。親世代の方々の子育て環境についての

内容は、どこに記載していくのか。

現計画では「子ども・子育て支援施策に関連する事項」の中で「仕事

と家庭生活、地域活動等との調和を図る『ワークライフバランス』を推

進しながら子育てと仕事の両立のための雇用環境の整備等が必要であ

る」ことを課題として挙げている。

就労と子育ての両立支援の視点で検討していきたい。

無認可の夜間保育や長期の保育は、子どもにかかるストレスも大きい。

親が親として、しっかりと、楽しみながら子育てをしてくれるような環

境を私たちが作らなければならないと思っている。
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発言者 発言内容

委員Ｆ

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ｃ

事務局

委員Ｆ

事務局

委員Ｂ

本日の協議は、現計画の総括・評価として、ニーズ調査の結果を確認

するということか。

現計画の総括・評価は、現在、各事業の担当部署から実績や課題等を

確認し、事務局でまとめているところであり、次回以降、委員の皆様に

お示しさせていただく予定である。

需給計画については、現計画の中で、ある程度の枠組みができている

と思っている。今回は、微調整程度となるのか。

需給計画については、昨年12月実施のニーズ調査の結果を踏まえ、現

計画の枠組みを活用し、改めて、量の見込みと確保方策をまとめ、その

案をお示ししたい。

今いる子どもの支援も重要であるが、今後、いわき市の子どもをどの

ように増やしていくか、少子化対策についても考えて、そこに向けてど

のように進んでいくかという内容も盛り込んでいただきたい。

現計画の中でも「安心して子どもを産み育てることができるための支

援」として、安心して妊娠出産ができる環境整備を位置づけている。

次期計画においても、現計画をベースとしながら、出生数増加に向け

た施策を考えていきたい。

幼児教育・保育無償化により、保育ニーズの増加が考えられるが、今

後、どのように需給計画へ反映していくのか。

今回のニーズ調査には、幼児教育・保育無償化に関する問も含まれて

いる。ニーズ調査の結果を分析し、需給計画に反映させることとなる。

また、無償化の影響は、アンケートだけでは見えてこない部分もある

ため、委員の意見も参考としながら検討していきたい。

今後、地域で社会的養護をしていくことは、大きな課題と考えている

ので、思春期の子どもたちの居場所についても、次期計画の内容に盛り

込んでもらいたい。
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発言者 発言内容

事務局

委員Ｆ

委員Ｂ

事務局

委員Ｇ

委員Ｃ

事務局

会長

現在、ひきこもりやニート対策として実施している「みんなの居場所

づくり事業」という保健福祉課所管の事業があるが、子どもに特化した

居場所づくりの事業はない。

ニーズ調査の結果をみると、児童館の利用者数が少ないが、施設数が

少なくて利用できない現実もあると思う。今後の児童館をどうするかに

ついても、積極的に検討していただきたい。

他市では、中学生が利用できる児童館もある。例えば、中学校の帰り

にバスケや卓球を行ったり、音楽を奏でたり、そのような居場所があっ

た方がよい。お金を払わなくても、子どもたちが安心して過ごせる場所

を、行政も協力して作ってほしい。

次期計画は、これまでいただいた意見を参考とし、盛り込めるものと

そうでないものを考えながら検討を進めていきたい。

他市では、小中学生、あるいは中高生用の児童館も作られている事例

もあるので、財政的な問題はあるかと思うが、やはり中高生の居場所も

あった方がよいと思う。既存の施設を利用しつつ、居場所づくりができ

たらよいと考えている。

この計画は、就学前の子どもに限らず、小中高の子どもたちも議論の

対象となっている。今後は、０歳～18歳までの子どもについて、全体的

な視点で議論していければ、方向性も定めやすいかと思う。

事業の中には、教育委員会の事業も多く含まれているので、必要があ

れば、担当者に出席を依頼することは可能である。

事務局では、本日の意見をしっかり受止め、次回以降、総括や需給計

画について、より具体的な議論ができるようにしてもらいたい。

⇒「協議事項（２）」終了
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  ⑶ 子どもの生活実態調査や地域の子育て団体等の調査について

発言者 発言内容

会長

事務局

委員Ｆ

事務局

委員Ｆ

事務局

委員Ｆ

事務局

委員Ｂ

事務局

「協議事項(３)子どもの生活実態調査や地域の子育て団体等の調査に

ついて」、事務局からの説明を求める。

資料３に基づき説明（こどもみらい課長）

保護者用の問18 家計の状況の設問で「恐れ入りますが」という文言

は違和感がある。入れないと答えてもらえないのか。

検討させていただく。

資源量調査について、調査対象から営利目的の団体は除くとあるが、

市内の子育て支援に係る営利目的の団体を入れない理由は。

市としては、営利目的の団体を掲載するのは困難と考えており、ボラ

ンティア的な活動をされている団体等を対象としたい。

営利目的の団体であっても、かなり精力的に活動されている団体も知

っているが、その理由で省かれるのはすごく悲しいと言っている。

無償で、思い入れもあってやっている団体もあるので、名前を資料に

出すのは難しいと思うが、いわき市の実態の把握という意味では、営利

企業も調査に入れるべきと思う。

営利目的の「団体」ではなく、営利目的ではない「活動」を抽出する

ということで対応したい。

子どもたちの生活の最低基準が見えてくると思うが、保護者について

は、問題のある方は回答がないと思う。

また、いわき市も地域間で格差があると中学校の学校長の間で話が出

ている。通常では関わらないようなケースも実態としてはあるので、ど

こまで把握するスタンスでいるのか聞きたい。

地域間格差については、教育委員会に、地域バランスを見てもらって

学校を選定することで、一定程度対応は可能と考える。

アンケート調査のため限界はあるが、市全体で、相対的な貧困の状況

やどういう支援が必要か、この調査で把握して、考えていければと思う。
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発言者 発言内容

委員Ｃ

事務局

委員Ｆ

事務局

委員Ｈ

事務局

委員Ａ

委員Ｂ

事務局

会長

対象世帯が各々1,500世帯ということだが、小学５年生と中学２年生の

全体数に占める割合はどのくらいなのか。

概ね５～６割程度はカバーできる。学校を通して照会して回答を頂く

ため、ある程度の回収率は見込めると考える。

性別の男と女二択のところは、ダイバーシティ的な考え方からいうと

どうなのか。

類似のアンケートを実施している自治体などを参考にして検討した

い。

保護者の調査票の問26で、地域子育てサロンや子育てサークルをこれ

から利用してみたいかと聞くと、本当に必要かがわからないと思う。

子どもの年齢に合ったものにするなど設問を工夫していただきたい。

検討したい。

「使わない」の後に、「使いたい」のか、「使いたくない」のかの二択

しかない。使わないからニーズがないと考えるのは短絡的で、使いたい

が使えないというのもある。

答えなかったグループが多いか少ないかと、どんな理由があるかとい

うのを考えておいた方がいいし、１つのアンケートには限界があるので、

別な形で部分的にこういうことが知りたいという時に集中的に別な調査

をして、できるだけ実態に近い評価を作ってほしい。

資源がなかったからとか、使い勝手が悪いからとか、なぜ使われてい

ないのか理由を明らかにする方が重要である。

調査項目が多いと回収率が上がらないということもあり、一旦この設

問でまとめさせて頂いた。

調査結果は様々なとらえ方ができるので、前向きに分析していきたい。

資源量調査について、もし支援団体等ご存じであれば委員の方から事

務局に対して情報提供をしていただきたい。

⇒「協議事項（３）」終了
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～報告事項～

⑴ 児童館・児童センターの今後のあり方について

発言者 発言内容

会長

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ａ

委員Ｂ

委員Ｃ

報告事項の(１)児童館・児童センターの今後のあり方について、事務

局からの説明を求める。

資料４に基づき説明（こども支援課長）

児童館運営委員会では何をして、分科会では何をするのか。

運営委員会は、小名浜児童センター、内郷児童館、元気センターを含

め、施設の適正な管理運営について広く意見を頂くためのものである。

児童館で実施してきた学童保育は、全市的に整備している放課後児童

クラブで対応し、０～２歳児及びその保護者の対応や、子育てに関する

相談窓口、子どもたちの居場所づくり等を検討していく必要があると整

理された。

今後分科会には、運営委員会の意見を随時報告させていただきながら、

児童館、児童センターをどうしていくのか、そのあり方について、意見

を頂きたいと考えている。

施設の利用の面については、運営委員会が就学前の子どもたちのみを

対象と決めているが、それでいいのか。

分科会の委員の皆様からも意見を頂いて検討していきたい。

未就学児への対応を中心にするという決定は、ここでどう扱えばいい

のか。児童館の対象児童は未就学児だけではない。

思春期の子たちの行き場がないという問題もある。

小名浜児童センターは、５時に終わってしまうので、６時までにすれ

ば、利用の価値が広がる。

また、駐車場についても、隣にお寺の広い駐車場があるから、お寺と

連携すればプールを壊す必要もなくなる。

分科会、運営委員会のそれぞれの役割を明らかにしてあり方を検討し

ていけば、より意見も出しやすくなる。
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発言者 発言内容

委員Ｂ

事務局

委員Ｇ

事務局

委員Ｈ

委員Ｉ

事務局

委員Ｄ

委員Ａ

事務局

受託者の社会福祉施設事業団が運営委員会を行っているのか。

運営委員会は市が主催し、社会福祉施設事業団は、受託業者として事

務局側の立場で出席している。

資料４頁⑤の職員の資質向上等について、研修に関してどのような取

組みをしているのか。

児童館・児童センターは、児童厚生員の資格を持った職員を配置する

ことになっているため、国や県が実施する派遣研修等を受講するなど、

厚生員の資質の向上と、新たな人材の確保に向けて対応している。

児童館の担うべき役割は、市の状況に合わせて見直しの所で子育て支

援機能も充実させることが入ってきたのか。

実際に乳幼児に関わっていると、特に児童館を利用している人が増え

ていて、そういうメニューも作っているし、私たちも使っている。

児童館は、18歳までの子育て支援拠点施設と考えているが、そのよう

な視点で児童館の運営のあり方を考えることが大事だと思う。

元気センターについて、小さな子どもが遊んでいる時に大人が助けに

行けない場所があり、他の子が手助けしてくれたことがあったが、どの

ようなコンセプトで作ったのか。

元気センターは、震災後、被災した植田児童館の代替及び子どもの運

動の機会を確保するために整備したものであり、なるべく大人が関わら

なくても子どもたち同士で遊べるというコンセプトにしている。

子どもたちが関わり合えるところが子どもにとって刺激になっている

と思う。後は運用面で危険のないようにしていただければと思う。

保育所・幼稚園の耐震については分科会で議論していて、それらの運

営面については議論するまでもないのでいいと思う。

内郷児童館及び小名浜児童センターは、親が車で小さい子どもを連れ

て来たり、周辺の子が児童クラブ的に利用したりしている実情にある。

そうした中で、内郷及び小名浜の学区で、新たに児童クラブを整備する

方針となった。
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発言者 発言内容

会長

事務局

委員Ｂ

委員Ｇ

委員Ａ

会長

事務局

そのような変化を踏まえ、今回は、個別の運営方針について、運営委

員会で検討した結果を報告させていただき、今後は18歳までの子どもの

居場所も含め、全体のあり方について分科会で検討して施策に反映させ

ていただくという整理としたい。

現在の内郷児童館、小名浜児童センターでの学童保育は放課後児童ク

ラブにシフトしていき、当面は、２歳までの子を中心に運営していく。

分科会では、全体として児童館はどうあるべきか議論するということ

で、理解いただきたい。

利用料等の関係で児童クラブを利用できない家庭の問題や、中高生の

放課後の居場所がないという問題もある。

そうした中で、新たにハコものを作らずとも、今ある施設を利用して

その機能をもたせるということで対応できないかということをモデル事

業的に考えている。

本来児童館は子どもが歩いて自由に行ける場所であるべきだと思う。

全部親が車で連れていくということを想定しているのはどうか。

駐車場を整備するということがあったが、子どもが歩いていけるのが

児童館であると思う。

公民館も親子で子育てサークルでの利用はできるが、親子や子どもだ

けが自由に利用というのは、今の状態では難しいと思う。

廃校の利用の１つとして児童館という話もあったが、交通の便が悪い

ため話がなくなったが、シャトルバスを使う事も視野に入れてほしい。

いわき市は広いので、地区に１つでは足りないと思う。

いわき市の児童館は方向性が見いだせないままきてしまったと思って

いて、学童についても他では利用料をとっていて児童館では無料という

ことで不公平感がある。

駐車場についても同時並行的に考えていかなければならないと思う。

ちなみに運営委員会の構成メンバーはどうなっているか。

小学校の校長先生と児童館を利用されている保護者の代表の方、学童

保育連絡協議会の代表の方等６名で構成されている。



12

発言者 発言内容

委員Ｄ

委員Ｆ

事務局

会長

新制度の１号から３号までに当てはまらず、幼稚園等に行っていない

子については援助がない。

児童館のプールは、そういう子や幼稚園の夏休みの子が使ったりして

いると思うので、そのようなカテゴリーの子がいる場所なのだというこ

とも考えに入れていただきたい。

児童館の整理をこのようにすれば、放課後児童クラブに子どもが行く

ことになるが、保育料と同じように利用料の減免措置があれば、経済的

に困難な家庭の子も放課後児童クラブを利用できると思う。

他の町村でもやっている所があるので、いわき市もできると思う。

また、放課後児童クラブが全学区にできれば、子どもたちが行きやす

いと思うので、引き続き検討していただきたい。

利用料の減免についても、現在、児童クラブ間で利用料に差があるた

め、適正な利用料なども含め、全体的に整理をした上で、検討する考え

である。

今回については報告事項ということで、今後全体的なあり方について検

討していくということになる。

⇒「報告事項（１）」終了
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⑵ 平成 31 年３月以降に開始された施設について

発言者 発言内容

会長

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ａ

事務局

委員Ｆ

事務局

委員Ｊ

「報告事項の(２)平成31年３月以降に開始された施設について」、事務

局からの説明を求める。

資料５に基づき説明（こどもみらい課主幹兼課長補佐）

ショートステイは認可されて運営しているのか。

病院に入院するときに兄弟を預けたい時などはどうすればいいか。

ショートステイは、保護者の方が下のお子さんを出産する時等に上の

お子さんを最大一週間預けることができるもの。冠婚葬祭や育児疲れで

も可能。

一方、トワイライトステイは夜にお仕事をされる方が夜間保育として

利用する等ができるもの。

子どもの状況がわからない場合もあると思うが、大丈夫か。

保護者の方に地区保健福祉センターで受付登録した後、必ず施設に子

どもを連れて行ってもらう。食事も提供するため、アレルギー等を園と

保護者、子どもで面接をして頂き、しっかり話し合いして、お預かりす

ることとしている。

病気で急に入院する可能性がある場合、前もって登録しておくのか。

基本的に利用日の３日前まで申込みしていただくことを想定してい

る。親と子どもだけで、親が病気で倒れてしまった場合、このショート

ステイとは別に児童相談所の一時保護を活用してもらう。

一週間程度しか経っていないが、利用実績はあるのか。

実績は０件、問合せは数件。

１階部分が小規模保育事業で、２階が本事業の分。

最初から本事業を想定して建設したのか、それともたまたま２階を使

わなくなったのでこの事業に使うことになったのか。

また、１階が小規模保育で定員19名、２階がショートステイとトワイ

ライトステイ最大39名となっているが、本当に受け入れ可能なのか。
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発言者 発言内容

事務局

会長

事務局

トワイライトステイの最大39名というのは、単純計算で部屋の面積か

ら求めた理論上の最大値であり、保育士の数の関係もあるため、39名は

難しい。

整備に当たっては、１階は小規模保育を想定しており、２階は最初か

らショートやトワイライトを想定していたわけではなく、保育士の宿泊

などを想定していたと聞いている。

中身が分からない部分もあるので、次回、運営状況と、実績について

示して頂きたい。

図面や写真は用意できる。時間等の都合がつけば見学も検討したい。

⇒「報告事項（２）」終了


