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 はじめに 

常任委員会は，その部門に属する事務に関して調査を行う権限を持っている。所管事務調査は市から提案さ

れた予算案や条例案などの議案を審査するのとは異なり，常任委員会が自主的にテーマを設定し，調査を行う

ものである。 

本委員会では，去る平成27年８月の委員会において「子育て支援」について所管事務調査を行うことと決定

し，以後，１７回にわたり継続して調査を行った。 

調査期間 

平成２７年８月～平成２９年３月 

調査委員 

委 員 長  岩 原    昇 

副委員長  山 本 良 二 

委 員  檜 垣 美 良 

委 員  久 保    東 

委 員  池庄司 孝 臣（平成28年６月24日から） 

委 員  谷  本  誠  一 

委 員  神 田 隆 彦 

委 員   土 井 正 純 

委   員  片 岡 慶 行（平成28年６月24日まで） 
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 子育て支援 

平成２７年８月７日 

委員間討議（調査項目の選定） 

各委員から提案された調査項目案のうち，①地域包括ケアシステム，②子育て支援について当局から呉市の

取り組み状況に係る報告を受けた。 

その後の委員間討議の中で，子育て支援については，これまでも平成16年度の「少子化問題と子育て支援

策」，平成18年度の「乳幼児の教育と保育」，平成22年度の「子育て施策」，平成25年度の「子育て支援

（学童保育のあり方，医療費の無料化）」といったテーマのもとで調査を行ってきたが，子育てを取り巻く環境や懸

案事項は日々変化しており，人口減対策，都市間競争，地方創生など呉市が抱える問題を解決していくため，

今回も子育て支援の問題について調査研究していくこととした。 

 

平成２７年８月２５日，９月１４日 

委員間討議（論点の決定） 

所管事務調査を行うに当たり，論点をどこに置いて調査を進めていくかについて協議した。 

論点の絞り込みに当たっては，呉市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に向けて行った結婚・出産・子育てに

関するアンケート調査の結果について当局から報告を受け，その内容について委員間討議も行った。 

２回にわたる委員間討議を経て，妊娠・出産・子育てにおける負担軽減を論点に調査を進めることに決定した。 

 

平成２７年１１月２５日 

委員間討議（議会報告会における市民意見の聴取） 

平成２７年１１月に行われた議会報告会においては，各常任委員会の所管性を生かしたテーマとして，所管

事務調査項目である「子育て支援」を取り上げた。 

議会報告会において市民から聴取した意見を踏まえ，論点である妊娠・出産・子育てにおける負担軽減につい

て各委員の考えを述べるとともに，委員間討議を行った。 

 

平成２７年１２月１４日 

委員間討議（県外視察に向けて） 

子育て支援に係る先進事例を研究するため，平成28年１月に東京都世田谷区，東京都台東区，福島県

いわき市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説明した。 
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また，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。 

平成２８年１月１４日～１月１６日 

県外視察 

【東京都世田谷区】 

都市部の課題である核家族化による孤立防止等を目的として開設した「せたがや子育て応援アプリ」は，小学

校就学前の子育て家庭を対象にさまざまな子育て支援情報等を提供するスマートフォン用アプリで，子育て支援

情報や各種イベント情報の閲覧，保育施設の空き情報検索，施設マップなどの機能を持っており，お知らせ機能，

プッシュ通知機能を活用し，地域や生年月に応じた健診，予防接種等の情報も発信している。 

 産後ケア事業は，親族等からの十分なケアが受けられず育児不安や体調不良等のある産後４カ月未満の母子

を対象として母子ショートステイ，母子デイケアを実施し，育児不安解消や児童虐待予防を目指すことを目的に

平成20年３月から実施している。武蔵野大学内に開設された産後ケアセンター桜新町において，24時間常駐の

助産師による身体ケアや育児相談，授乳や沐浴などの育児技術の伝達，臨床心理士によるカウンセリングなどを

行っている。 

【東京都台東区】 

小児インフルエンザワクチン接種費助成は，子供のインフルエンザ感染及び重症化を予防するとともに，子育て

家庭の経済的負担を緩和するため，区民や議会からの要望などを受け，平成19年度から実施している。対象は

生後６カ月から中学生までで，助成は１接種当たり 2,000円を２回までとなっており，接種率は約50％である。

インフルエンザは任意接種のため，勧奨には限界があるが，重症化や集団感染による学級閉鎖などを防ぐためにも

接種率を向上させていきたいと考えている。 

たいとうすくすく手形は，区内在住の妊婦及び中学３年生までの子供がいる世帯を対象に，協賛店舗において

手形を提示すれば，商品の割引やプレゼントなどのサービスが受けられる制度で，子育て世帯を経済的に応援す

るとともに，区内商店街店舗における消費拡大を目的として，平成20年10月から実施している。 

にぎやか家庭応援プランは，第３子以降の子供の出生，小学校入学，中学校入学時に祝い品を贈呈する

事業で，多子世帯の経済的負担を図り，子育てしやすい環境を整えることを目的に区議会からの施策要望に基

づき施策化，平成18年度から実施している。こども商品券や図書カードなど３万円相当の祝い品を区民に選定し

てもらい贈呈する事業であり，平成24年度以降の申請率が90％を超える区民ニーズの高い事業であるが，制度

導入当初に調査を実施した他区は既に事業廃止に至っており，今後は事業目的を踏まえ，ばらまきにならないよ

う祝い品の検討を行っていくこととしている。 
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【福島県いわき市】 

子育てコンシェルジュサービスは，昨年10月から開始した事業で，市内７地区の保健福祉センターに保育所，

幼稚園などの施設や放課後児童クラブなどの子育て関連サービスの利用案内，子育てに関する相談などを行う子

育てコンシェルジュ窓口を設置し，子育てに対するさまざまな支援を行っている。相談内容は保育所や幼稚園への

入所，一時預かりに関する相談が多く，子育ての悩みを気軽に相談ができるということで市民から大変好評である

が，平日夜間や土日祝日も対応してほしいという声も上がっている。今後は妊娠期からの対応も考え，保健師の

採用をふやし，子育てコンシェルジュと一緒に相談ができるような体制を構築したいと考えている。 

出産支援金支給事業は，中核市の中で少子高齢化の進行が極めて高い状況にあり，東日本大震災以降，

子育て世代の市外流出により人口減少も顕著になっていたことから，さらなる子育て支援の充実を図っていく必要

性を鑑み，出産にかかる経済的な負担を軽減し，安心して子供を産み育てることができる環境整備に寄与するこ

とを目的に平成26年４月から実施している。支給額は第一子については５万円，第二子については 6.5万円，

第三子以降は８万円である。制度開始２年目であるため，明確な効果を表すことは難しい状況であるが，市民

へのアンケート調査では，経済的負担が軽くなった，次の子を出産するときの一助になるとの意見が出ている。 

 

 

平成２８年２月９日 

委員間討議（県外視察の感想） 

１月に実施した県内視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

 

平成２８年３月３日 

委員間討議（これまでのまとめ） 

これまでの委員間討議，議会報告会における市民意見の聴取，県外視察などにおいて，多くの意見が出さ

れたインフルエンザなどの予防接種の費用助成，スマートフォンを活用した子育て応援アプリ，子供の医療費の

無料化について，委員間討議を行った。その中で，子供の医療費無料化の問題については，引き続き議論を

行っていくこととなった。 
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平成２８年５月３１日 

１０月に開設が予定されている子育て世代包括支援センターについて，その概要や事業内容等について当局

から説明を受け，意見交換を行った。 

委員間討議（子供の医療費無料化） 

子供の医療費無料化について，呉市の一般会計予算の特徴（予算規模・職員人件費・市債残高の推移），

行政改革の主な取り組み状況，公立保育所と私立保育所の予算等について，県内市における乳幼児等医療

費助成制度の概要，平成27年３月定例会予算特別委員会などにおける当局の答弁，呉市の行政改革の主

な取り組み状況などをもとに，委員間討議を行った。 

 

平成２８年６月２０日 

委員間討議（子供の医療費無料化） 

子供の医療費無料化について，前回委員会で出された主な意見，中核市における乳幼児等医療費助成制

度の概要，一人当たりの医療費の推移などをもとに委員間討議を行い，委員会の現段階の意見として，子供た

ちのためにできる限りの拡充をすべきではないかという意見に至った。 

 また，今後引き続き議論を行っていくため，多様な保育ニーズへの対応を論点項目に決定した。 

 

平成２８年７月２９日 

当局との意見交換 

乳幼児等医療費助成制度の拡充のために必要な予算について説明を受けた後，意見交換を行った。その後の

委員間討議において，来年度の予算編成が始まる前の９月定例会において，委員会における議論の経過を報

告書としてとりまとめ，当局に対して提言を行うとともに，国に対しては委員会の意見をとりまとめ，呉市議会として

意見書を提出することに決定した。 

 

平成２８年８月２３日 

論点項目である多様な保育ニーズへの対応について，当局から取り組み状況の報告を受け，意見交換を行っ

た。 

委員間討議（中間報告書の確認） 

子供の医療費無料化に関して各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた中間報告書案について，内容

の確認を行った。 
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平成２８年９月５日 

委員長報告 

これまでの経過について，本会議で委員長報告を行い，中間報告として次のとおり提案を行った。 

［提言］ 

呉市は，平成20年度から財政集中改革プログラムに基づき，財政の健全化に取り組み，また，平成24年度

からは呉市職員体制再構築計画を初めとした行政改革３計画に基づき，効率的な行政システムの構築にも取り

組んでいる。子育て支援の分野においては，呉市保育所の統合・民営化基本計画等による改革も行われていると

ころである。 

現在，広島県の乳幼児等医療費助成制度においては，通院，入院ともに就学前までの助成があり，呉市は

独自の施策として小学生の入院費用の助成を行っているが，県内市町においても制度の拡充が行われており，県

内では最低レベルとなっている。 

本来，子供の医療費助成については，国において制度化されるべきものであり，地域によってサービス格差が生

じ，都市間競争になってしまうようなことは好ましいことではない。しかしながら，子育てにおける経済的負担の軽減

を求める市民ニーズは依然として高いのが現状である。 

本委員会において，委員間でさまざまな議論を行ったところであるが，市民が安心して子供を育てることができる

環境をつくるとともに，将来を担う子供たちを支援する施策を一歩前に進めていくため，当局においては，来年度

の予算編成に当たり，乳幼児等医療費助成制度について，通院は小学生までの拡充，入院は中学生までの拡

充に向けて検討を進めていくべきと考える。制度拡充に当たっては，財政事情を鑑み，段階的な実施も検討すると

ともに，増大する医療費の抑制に向け，安易な受診を避けるための取り組みも必要である。 

また，子供の医療費助成について，地域間格差が生じないよう市長会等を通じた国，県に対する要望も継続

して行っていただきたい。 

 

平成２８年９月１２日 

委員間討議（県外視察に向けて） 

多様な保育ニーズへの対応に係る先進事例を研究するため，平成28年10月に大阪府池田市，石川県小松

市，大阪府高槻市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委員長が説明した。 
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 また，呉市が抱えている課題や問題点を把握した上で視察に臨むため，委員それぞれの思いなどについて意見

交換を行った。 

 

平成２８年９月１６日 

委員間討議（意見書の確認） 

国に対する意見書について，その内容の確認を行い，委員会提出議案として議長に提出することに決定した。 

 

平成２８年９月２９日 

意見書の提出 

本会議において意見書案が可決され，内閣総理大臣，総務大臣等へ提出することとなった。 

［国による乳幼児等医療費助成制度の創設を求める意見書］ 

我が国の合計特殊出生率は，平成１７（２００５）年に最低の１．２６となり，その後若干回復して平

成２５（２０１３）年に１．４３となったが，平成２６（２０１４）年には１．４２に低下しており，人

口を維持するのに必要と言われている２．０８への回復は，依然として困難な状況である。 

 このまま少子化傾向が続けば，人口構造の高齢化や生産年齢人口の減少にもつながり，将来の社会経済や

社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される。このように少子化が大きな社会問題となっている現

在，子育て世帯を支援していくことが強く求められており，各市町村において乳幼児等医療費助成制度が実施さ

れているが，住む地域によってサービス内容に格差が生じているのが現状である。 

 本来，子供の医療費助成は国において制度化されるべきものであり，地域によってサービス格差が生じ，強いて

は，都市間競争になってしまうようなことは好ましいことではない。 

 よって，国におかれては，次の事項について，早期に実施されるよう，強く要望する。 

１ 乳幼児等医療費助成制度を国の制度として整備し，財源の確保に努めること。 

 以上，地方自治法第９９条の規定により，意見書を提出する。           呉 市 議 会 

 

平成２８年１０月１２日～１０月１４日 

県外視察 

【大阪府池田市】 

送迎保育ステーション事業は，市の中心部では住宅環境の整備が進み，子育て世帯が増加し保育需要が高

まる中，郊外の保育所は定員に満たないという状況があり，保育需要の地域間格差を解消するため，平成12年

に池田駅前において事業を開始している。事業は，朝は送迎保育ステーションで子供を預かり，周辺の指定保育
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所にバスで送迎，日中は園庭のある保育所で過ごし，夕方は指定保育所から送迎保育ステーションにバスで送迎

し，保護者が迎えに来るまで預かるというもので，社会福祉法人，学校法人に委託している。当初は定員に満た

ない保育所を解消するためであったが，保育需要が高い現状においては，送迎保育を利用することで駅前に集中

する保育需要を解消することができ，待機児童解消に大きく貢献している。 

 休日保育は，日祝日に仕事のある家庭の子供の保育を確保するため，平成13年より市内の１施設にて委託

事業として実施している。市内の保育所に通う児童であれば，１日 3,000円で利用ができ，利用者は年々増加

している。日祝日に勤務できる保育士を確保することが課題であるが，働き方の多様化により今後さらに需要はふ

えていくものと考えており，定員拡大も視野に入れて事業に取り組んでいくこととしている。 

【石川県小松市】 

病児保育は，平成20年に子育て支援施策の一環として小松市民病院内に病児保育ルームを開設，対象は

小学生までで，利用料金は１日当たり 2,000円となっている。平成27年度の延べ利用者数は 718人であり，

保護者の子育てと就労の両立に対する支援が図られている。保護者が前日までに利用の予約を行うことになってい

るが，当日の子供の回復具合によってキャンセルになることがあり，キャンセル待ちの予約者への対応が課題となって

いる。病後児保育は，市内４カ所の保育所において，病気の回復期で集団保育が困難な期間に，医師の判断

のもと，一時的に看護師と保育士が保育を実施しており，体調不良児保育は，市内15カ所の保育所において，

通所児童が保育中に微熱を出すなど体調不良となった場合に，保護者が迎えに来るまでの間，一時的に看護師

が保育を実施している。小松市の保育所には，児童の健康管理や衛生管理の推進を図ることを目的として看護

師が配置されており，その看護師が病後や体調不良の児童の保育を行っている。体調不良児保育については，

就労の都合上，すぐに迎えに行くことができない場合もあることから，保護者から大変好評である。   

休日保育は，保護者が就労，冠婚葬祭等の理由で日祝日に家庭での保育が困難な児童を保育するため，

平成７年より実施しており，平成28年度は５カ所の保育所で実施している。利用料金は１日 2,700円であるが，

平日に振替休日をとった場合は徴収していない。他都市と同様に日祝日に勤務する保育士の確保が難しくなって

いるが，休日保育に対する市民ニーズがあるため，今後も継続していくこととしている。 

【大阪府高槻市】 

保育士・保育所支援センターは，待機児童解消施策を推進する中で施設や補助金の整備に加え，保育所等

を運営する人材も確保する必要性もあることから，平成26年度より予算化をし，運営を開始した。センターでは，

保育所人材の安定的な確保と安全安心な保育の継続を目指すことを目的として，保育士資格を有しながら，保

育現場で働いていない潜在保育士などの現場復帰を支援している。 

 再任用保育士を保育士再就職支援コーディネーターとして子ども未来部保育幼稚園総務課の執務室内に配

置し, 求人・求職情報に基づいたマッチング業務, 潜在保育士等からのさまざまな相談の受付，情報発信等を行っ

ている。また，おもちゃづくりや子供たちとの遊びを学んだり，保育所見学会などを行ったりする保育士復職支援のた

めのセミナー開催や，市内の大型ショッピングセンターでの就職相談会の開催なども行っている。 
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平成２８年１０月２８日 

委員間討議（県外視察の感想） 

１０月に実施した県内視察について，各委員がそれぞれの思いや気づきなどを述べ，意見交換を行った。 

 

平成２８年１１月２２日 

委員間討議（議会報告会における市民意見の聴取） 

平成２８年１１月に行われた議会報告会においては，昨年同様，各常任委員会の所管性を生かしたテーマ

として，所管事務調査項目である「子育て支援」を取り上げた。 

議会報告会において市民から聴取した意見を踏まえ，論点項目である多様な保育ニーズへの対応について各

委員の考えを述べるとともに，委員間討議を行った。 

 

平成２８年１２月１４日 

１月に予定されている呉市ファミリー・サポート・センター事業の拡充について，その内容等を当局から説明を受け，

意見交換を行った。 

委員間討議（多様な保育ニーズへの対応） 

これまでの委員間討議，議会報告会における市民意見の聴取，県外視察などにおいて多くの意見が出された

保育士不足と待機児童，病児・病後児保育の問題について委員間討議を行った。 

 

平成２９年２月７日 

委員間討議（多様な保育ニーズへの対応） 

当局が行った休日保育に関するアンケート調査結果について報告を受け，これまでの委員間討議，議会報告

会における市民意見の聴取，県外視察などにおいて多くの意見が出された休日保育の問題について委員間討議

を行った。 

 

平成２９年３月１日 

委員間討議（報告書の確認） 

平成２８年9月の中間報告以降の経過・内容について，各委員が出した意見を正副委員長が取りまとめた報

告書案について，内容の確認を行った。 
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平成２９年３月１６日 

委員長報告 

所管事務調査の経過について，本会議で委員長報告を行い，報告のまとめとして次のとおり提案を行った。 

 

 

［まとめ］ 

（１） 子供の医療費無料化 

平成28年９月定例会初日の本会議における中間報告後，９月定例会中の委員会において，委員会提

出議案として「国による乳幼児等医療費助成制度の創設を求める意見書」を議長に提出することを決定した。そ

の後，定例会最終日の本会議において意見書案が可決され，内閣総理大臣，総務大臣等へ提出した。 

当委員会からの提言を受け，当局においては，現在審議中の平成29年度呉市一般会計予算案において，

通院は小学校就学前から小学校６年生まで，入院は小学校６年生から中学校３年生まで乳幼児等医療

費助成制度を拡充する予算案を提出されたが，このことは所管事務調査における調査研究によって，一定の

成果を上げることができたものと考える。 

（２） 多様な保育ニーズへの対応 

呉市においても他都市と同様に少子化は進行しているが，それとは逆に保育に対する需要は年々増加してき

ている。 

待機児童数はゼロということになっているが，地域によっては受け皿不足等の問題により，希望する保育所に

入所できない場合も多々あることが，このたびの調査研究により明らかになった。このような潜在的な待機児童を

解消するため，当局においては，保育士確保について，その対応策を早急に検討し，実施していく必要がある。 

また，子育てに対する価値観や働き方の多様化，家庭環境の変化等により，延長保育，病児・病後児保

育，休日保育などの特別保育に対する需要は今後ますます増大していくことが予想される。これらに対応していく

ためには，市民ニーズを的確に把握し，求められている保育が十分に提供できる環境を整えていくことが必要で

あるが，その際には，保育の本来のあり方，子育て支援としての保育施策というものを十分に議論した上での施

策展開を要望する。 

 

子育てを取り巻く環境や懸案事項は日々変化しており，人口減対策，都市間競争，地方創生など呉市が

取り組むべき課題を解決していくため，次期委員改選以降の民生委員会においても，引き続き調査研究される

ことを期待するとともに，今後の当局の取り組みを注視していきたい。 


