
審議会等の会議の概要の記録 

会議の名称 甲州市子ども・子育て会議 

開催日時 
書面による会議 

書面発送日  令和３年１月１５日 

開催場所 書面による会議 

議題 
（１）令和元年度実施事業の点検・評価について 

（２）令和 2年度上半期実施事業の報告について 

審議概要 

【審議概要】 

甲州市子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検・評価について、

平成 31 年度（令和元年度）の実施事業及び令和 2 年度上半期に実施した

事業について、書面により審議事項を通知し回答を依頼した。 

【提出意見・質問及び回答】 

① 子どもの７人に１人が貧困状態にあること、ましてやコロナ禍に伴う 

経済のしわ寄せは、働き盛りの子育て世代に大きい中で、国の事業に加え

て市の単独事業は評価されるところであり、福祉課、健康増進課などとの

連携により未来を担う子どもたちへの支援がさらに行き届くよう期待す

る。 

また、資料中、様々な項目において、見込みに対する実績がかなりオー

バーしている点についての対応が、どこかにしわ寄せがいっているのだろ

うかと気になった。 

（事務局回答） 

～前段～ 

・安心して出産・子育てができるよう、今後も引き続き関係機関と連携を

強化しながら、妊娠から学齢期まで切れ目のない支援を進めていきます。 

～後段～ 

・量の見込みに対する実績が多かったことで、例えば、各事業の施設のマ

ンパワー不足などのしわ寄せは、なかったと考えています。 

本計画の策定に係る子ども・子育て支援事業の量の見込み及び具体的な

目標設定（提供体制の確保）については、説明資料の１ページに記載のと

おりですが、計画当初、量の見込みの設定に実状を十分反映させていなか

ったことにより、実績数との差異が生じたものと考えています。 

②子育てに係る事業を充実した内容で取り組んでいるのに出生数がなぜ

少ないのか。市として人口を増やす取組みを本気でやっていかないと減少

する一方である。ついては、子育てに係る事業をこれだけやっているとい

うことをさらに周知し、甲州市で子育てしたいという気持ちにさせるた

め、広報、ポスター、タウン誌などで周知すべきである。 

（事務局回答） 



・今後も引き続き広報誌やホームページを活用し、本市の子育て支援制度

の周知に努めます。また、市の子育てガイドブックを効果的に配置し、本

市の子育て支援制度の広報に努めます。 

 近年のツイッターやフェイスブックなどインターネットを介した情報

発信など様々なメデイアを活用し、効果的な広報を行うためにできること

を模索していきます。 

② 甲州市に生まれた子どもを育てていくうえでどのように支援していく 

か。妊婦の時からの事業を立ち上げてきた市の関係者に敬意を表す。 

（事務局回答） 

・①の前段の回答に同じ。 

④事前のニーズ調査に基づく事業計画であり、事業実績から見て各事業の

目的が達成できたと思う。 

（事務局回答） 

・今後も利用者ニーズの的確な把握に努め、提供体制の確保に努めます。 

⑤幼稚園、保育所等の公立、私立を問わず見込み量のように定員が確保で

き、待機児童もなくバランスよく入園（所）できて良いと思うが、幼稚園、

保育所等の入園に関わり課題があれば伺う。 

（事務局回答） 

・新年度の入園申し込みは、毎年 11 月から受付を開始しており、保育ニ

ーズに見合った保育の量を確保し、各園が定員数を超えないよう調整を行

いながら健全な保育環境の整備を図っており、現在、待機児童はいない状

況となっています。 

 しかし、育児休業明け等により年度途中に入園を希望する場合は、希望

する園が保育士を増員しなくてはならないこと等により入園を断られ、必

ずしも希望する園に入園できないケースが散見されます。 

 こうした年度途中の入園がスムーズに行える体制づくりが課題と言え

ます。 

⑥不定期利用事業で一時預かり保育件数が見込み量より平成３１年度の

実績は増加しているが何か原因があるのか。 

（事務局回答） 

・要因としては、量の見込みの設定に実状を十分反映させていなかったこ

とが考えられます。計画当初、量の見込みを推計する際に、日常的に頼る

ことができる親族や知人等がいる場合、量の見込みから除外して算出しま

したが、実際には一時預かりを利用する家庭が多かったことにより量の見

込みを上回ったと考えられます。 

⑦市では様々な子育て支援事業を行っているが、少子化、核家族化、女性

の社会進出、共働きの増加など多様な子育て環境が予想されることから今

後もニーズ調査などを行い必要な支援事業を展開してほしい。 

（事務局回答） 

・今後も利用者ニーズの的確な把握に努め、子ども・子育て支援制度を効

果的に推進し、また、令和 2年度上半期に実施した新型コロナウイルス関



連事業のように必要な事業を進めていきます。 

⑧市では様々な子育て支援事業を行っていることを市民に知らせること

も必要ではないか。 

（事務局回答） 

・②の回答に同じ。 

⑨幼稚園、保育所等の令和元年度の入所児童数について、当初の見込みを

上回ったが待機児童はおらず、現状の施設数で対応ができていることで良

かったが、以前の会議で勝沼保育園が閉園しても現状の施設数で対応可能

ということだったが、現状もそうであることを望んでいる。該当の方々は、

不便や不満もあると思うが、納得してもらいたいと思う。 

（事務局回答） 

・勝沼保育園につきましては、現在まで市の保育行政にご尽力をいただき

感謝を申し上げるところであります。市といたしましても継続を心から望

んでおりとても残念でありますが、閉園に際しましては在園児のことを含

め、できる限りのバッグアップをしてまいりたいと考えていますので、ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

⑩少子化が進み、かなり早い時期から保育園や認定子ども園に預ける傾向

が多くなりつつある現在、すぐにという訳ではないが整理統合を考える時

期ではないのか。各地区の願いや事情もあると思うが、放課後児童クラブ

の充実に予算を多くしていく方が望ましいと思う。 

（事務局回答） 

・現在、公立の保育所は 4園で運営しており 2園が休園中です。 

 少子化や核家族化の進行など、社会情勢の変化のなかで、子どもたちを

取り巻く環境も大きく変化しており、保育ニーズは多様化しています。 

 また、ひとり親家庭の増加などにより、子育ての育児不安や孤立感を抱

える家庭が増加していることから、子育て環境の充実が今まで以上に求め

られています。こうした観点から地域の子育てを共に支えあう拠点として

保育所のさらなる機能充実に努めていく必要性を感じています。 

 そのためには、小中学校の再編の状況や児童数の動向、それに見合った

保育のあり方を考慮し、老朽化が進む施設の統廃合を視野に入れた計画的

な施設整備を行うとともに厳しい財政状況を踏まえた効率的かつ効果的

な運営を目指し、経費節減に努めながら保育サービスの一層の充実を図り

たいと考えます。 

⑪数字的なことも大切だが、その結果を得られた過程の中で何が行われた

のか事例を踏まえた内容も知りたかった。妊婦健診のところでも 14 回の

健診に行ったからといって、それが安心・安全な出産に資する事業として

機能していると考えられるのか。身体面だけでなく、精神面のフォローは

どうしているのか。産後うつや虐待等に関しても支援を行っていくのは、

訪問だけでいいのでしょうか。連携とかどうしていっているのか数字だけ

ではわからない。 

（事務局回答） 



・本市では、妊婦健診及び乳児家庭全戸訪問事業のほか、塩山保健福祉セ

ンターを「子育て世代包括支援センター」に位置付け、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目ない相談支援の拠点とし、母子保健コーディネーターを

配置するとともに各種母子保健事業を実施しています。身体的な面や精神

的な面についても市の地区担当保健師が医療機関や保育所等子育て支援

施設などの関係機関と連携し、きめ細やかな相談支援を行っています。詳

細については、別紙「安心して妊娠出産子育てができるまちづくり事業

（R2）」をご覧ください。 

⑫幼稚園、保育所等について、認可定員と利用希望者の需要と供給のミス

マッチの解消。自分の希望する園に入園できないということは、保護者に

とっては生活設計上難しい問題だと思う。行政側が親の希望を傾聴して、

柔軟な調整の対応をすることで充実した子育て支援策になると思う。本市

では、総合的な調整・対応が進んでいるのか、また、勝沼保育園の休園の

件は何か進展があったのか。 

（事務局回答） 

・利用定員の量的拡大が進んだ一方で、保護者が希望する園に入れない、

いわゆるミスマッチが全国的な課題となっています。本市においては、保

育の見込み量に見合った保育体制を確保しておりますが、全ての子どもが

希望通りの園に入所できているとは言えません。保育の必要性の高い子ど

もが希望する園に入所できるよう、認定のあり方について調査・研究をし

ていきたいと考えています。 

 また、勝沼保育園の閉園に伴い在園児の転園先は、東雲保育所が 21 名、

岩崎保育園が 10 名、塩山愛育園が 2名、千野保育園が 1名、市外の園が 1

名となっています。東雲保育所では、令和 3年 2月に入所説明会を開催し、

園の年間計画等を説明するとともに保護者の要望を聞く場を設けます。 

 入所後の保育が適正に行えるよう子育て支援課と保育現場との連携を

強化していきます。 

⑬一斉休校中、文部科学省健康教育食育課は、居場所の確保で児童クラブ

の開設や昼食の提供、休校中の給食費の返還、未使用食材の利用促進でフ

ードバンク、生活困窮者やひとり親に対する支援にも言及している。休校

中の家庭食費の過重な負担の声が上がっているようだが、甲州市は、5 月

から7月の給食費の無償の施策を行ったが、他には対応は如何だったのか。 

（事務局回答） 

・本市では、学校給食費を 5月から 9月まで無償化としたほか、未使用食

材について、キャンセルができなかったものは、子育て支援課・介護支援

課・福祉課を通じて、受取りを希望した保育所・介護福祉施設等へ無償提

供しました。また、臨時休校期間中、CATV を利用して小中学校全学年を対

象とした「甲州市テレビ授業」を放送しました。机に向っての学習に限ら

ず、音楽や体育といった授業も提供し、外出自粛を余儀なくされる子ども

達の家庭学習の支援を行いました。 

⑭学童クラブと放課後子ども教室の一体型の推進に向けて、文部科学省、



厚生労働省の連携により取組みを推進しているが、同一小学校での空き教

室活用、地域などのボランティアの活動、また、高齢者施設の併設、さら

にはその施設では高齢者の職業の一つとしての参加も考えられる。 

（事務局回答） 

・空き教室を他の文教施設や高齢者福祉施設などの公共施設との複合化を

することにより、学びの場である学校施設を拠点として地域コミュニティ

の形成を推進することや人口減少等による利用需要の変化を見据えた公

共施設の最適な配置を実現させていくことからも、施設の一体化に対する

取組みが全国的にも見受けられるようになりました。今後、本市におきま

しても、甲州市公共施設等総合管理計画に照らし、学校の空き教室が効果

的・効率的に活用できるよう教育委員会等と協議を行っていきたいと考え

ています。 

⑮「未来へつなぐあだちプロジェクト」について、以前から甲州市でも学

んでみる価値があると提案していたが、相談窓口のワンストップ化を進め

ているようだ。教育委員会から福祉部門に情報は集まられて一元化。そこ

には、分析する専門職員も配置されているようだ。子どもの貧困対策検討

会議にはそうそうたるメンバーが参加している。ぜひ学んでほしい。 

（事務局回答） 

・本市では、令和２年４月から、子ども家庭障害者支援センター（通称・

福祉あんしん相談センター）を開所し、子ども、家庭、障害に関する相談

窓口を一本化しました。児童虐待やひきこもり、DV など複数の部署が対応

する必要がある事例について、専門家がワンストップで対応しています。 

なお、センターには、保健師や社会福祉士、家庭相談員など福祉分野の

専門職を配置させています。 

⑯教職員、保育士、ベビーシッターなどの子どもに関わる仕事に無犯罪証

明書（DBS）も一定の議論も既に進められているか。 

（事務局回答） 

・保育や教育現場への就労を希望する人を対象に、就労前に無犯罪証明書

の提出を義務付ける日本版 DBS の制度創設について、昨年１２月に自民党

の衆議院議員が法務相に要望したとのことであります。また、同じ頃、文

科相も「大きく俯瞰して子どもたちを守っていく仕組み作りは、今後必要

だと思う。省庁の壁を越えて検討したい」と述べたとのことであります。

一方、人権侵害につながるとの懸念から、導入に慎重な声もあるとのこと

です。本市におきましては、今後、国や全国の自治体の動向を注視してい

きたいと考えます。 

⑰昨年から実施の体罰禁止の法定化について、情報過多の中で、消化不良

の親を支えて見守り、適切な育て方の情報を発信し、親が実践的に学べる

場、状況が必要と思う。保育園の果たす役割は増すばかりだが、官民一体

で多面的に活動が必要。家庭保育している親も、保育園で体験保育を定期

的に学べると体罰予防教育にもなり将来を担う子どもたちをさらに豊か

に育つことにも通ずると思う。 



（事務局回答） 

・令和元年６月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は、児童のしつ

けに際して体罰を加えてはならないことが法定化され、令和２年４月から

施行されました。子育ての大変さを社会全体で理解し、子育て中の保護者

が孤立しないようにサポートするとともに、子どもの権利を理解すること

が必要です。ご指摘の、保育園での体験保育について、保育所は、保護者

の就労等により保育が必要な子どもが利用する施設のため、国の基準によ

り保育所で実施するのは難しいところがありますが、未就園児の親子が遊

びに行ける支援センターを併設している私立保育所があり、また、塩山保

健福祉センターでは、上記⑪で回答させていただきましたが、市の地区担

当保健師が医療機関や保育所等子育て支援施設などの関係機関と連携し、

きめ細やかな相談支援を行っています。 

⑱「家庭の社会経済的地位による学力の差が縮んでいるようには見えな

い」との記事が１月２６日の朝日新聞に掲載されていました。文部科学省

も「家庭環境や地域に左右されず、全ての子に確かな学力を見に付けさせ

ることは重要だと認識している」と、また、「家庭の蔵書数も社会経済的

な格差を間接的に示す」としております。諸課題の根本に「貧困の連鎖」

が共通の原因となり横たわっており、負のスパイラルとなっている。教育

格差を変えるには、学童期から乳児期に重点をシフトして、全ての子ども

の自ら持てる力を発揮でき、拡大して未来を自分のものとして豊かに育つ

援助の仕組みを創る姿勢と施策が必要と思う、課題としては、過大で、取

っ掛かりも未知数ではあるがこの地域の子どもをどのように育てるのか、

大人の心根を示すべきではないか。なお、埼玉県戸田市のセサミストリー

トカリキュラムは小学生ではあるが参考になる試みと思う。 

（事務局回答） 

・日本では、子どもの７人に１人が貧困状態に陥っており、その中でも特

に深刻なのが「子どもの貧困」からくる教育格差です。各家庭の経済状況

の違いから、子どもたちの間で起きる「教育格差」が深刻化し、子どもた

ちの人生を大きく左右する原因にもつながっており、貧困の連鎖と学力格

差を防ぐため、貧困対策と合わせた教育格差解消対策が喫緊の課題であり

ます。 

国や地方公共団体では、貧困家庭に対する経済支援、就労支援、生活支

援や学習支援などを行っており、本市におきましても、子どもの学習に不

安がある生活保護者・生活困窮者を対象に「生活困窮者等子どもの学習支

援事業」や経済的な理由により小中学校への就学が困難な家庭に対し、学

用品費や給食費などの一部を援助する「就学支援制度」などの支援を行な

っておりますが、委員の皆様におかれましても教育格差問題は根深い問題

であるとの認識をお持ちであると存じます。 

子どもは、社会の希望であり、未来をつくる存在です。子どもの健やか

な育ちと子育てを支えることは、将来の担い手の育成の基礎をなす重要な

未来への投資であり、社会全体で取り組むべき重要課題の一つです。 



 行政、家庭、地域、職域など社会のあらゆる分野におけるすべての人々

が、すべての子どもの健やかな成長を実現するという社会全体の目的を共

有し、子どもの育ちと子育ての重要性に対する関心と理解を深め、それぞ

れが協働しながら役割を果たしていくことが重要であると考えます。 

なお、ご指摘の埼玉県戸田市は、セサミワークショップ（「セサミスト

リート」で有名なアメリカの NPO 法人）と小学生向け「セサミストリート

カリキュラム」の開発に関する連携協定を締結し、学校の教科における学

力の向上だけではなく、子どもたちの社会性や情緒的行動、生涯学習にお

ける基礎的な資質の育成を目標としており、自らの目標や意思を持ち、情

報の価値を見極め、適切な判断や選択をするような「確たる意思をもった

選択ができる力」、それを支えるやり抜く力、主体性、協働性などの非認

知スキルの育成を目指している。現在は、一部の小学校で実践を重ね研究

を進めており、将来的に全小学校で展開していく予定とのことでありま

す。 

事務局に係

る事項 

子育て支援課 児童福祉担当・保育所担当 32－5081 

子育て支援課 5名、教育総務課 1名 

その他 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面による会議を行った。 

 



 

 

○塩山保健福祉センターを「子育て世代包括支援センター」に位置付け、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない相談支援の拠点とし、母子保健コーディ 

ネーターを配置するとともに各種母子保健事業を実施します。 

○従来の母子保健事業では充分に補いきれなかった産前産後の相談･支援体制の充実を図ります。 

○地区担当保健師（マイ保健師）が関係機関・者と連携し、妊産婦や子育て世代への継続的な支援を行います。 

○保健・医療・福祉が連携し、市民と協働して地域ぐるみで子育て支援を行う地域包括ケアシステムの構築をめざします。 

○山梨大学との包括的連携協定に基づく母子保健縦断調査を継続実施し、科学的根拠に基づいた市民の健康支援を行います。 

安心して妊娠出産子育てができるまちづくり事業（R2） 

 妊娠前 妊娠期 出産 産後 

 

相 談 

○気軽に来所・電話相談等ができるワンストップ拠点 

○母子保健コーディネーター等を配置し相談支援にあたる 

○地区担当保健師（マイ保健師）が全ての妊産婦等の状況を

継続的に把握し、関係機関と連携してきめ細やかな相談支

援を行う（支援プラン策定） 

① 全妊産婦対象の子育て支援ﾌﾟﾗﾝ 

② ﾊｲﾘｽｸ妊産婦のｱｾｽﾒﾝﾄ・ｹｱﾌﾟﾗﾝ 

① すこやか親子相談拠点事業 
（塩山保健福祉センター） 

 2 ヶ月児訪問 
乳児家庭全戸訪問 

連携 

関係機関 

・医療機関 

・保健所 

・児童相談所 

・子育て支援機関 

・地域の子育てｻﾛﾝ 

・産後ｹｱｾﾝﾀｰ 

・その他 

妊産婦等 

②産前・産後サポート事業（助産師・保健師等による相談支援） 

③産後ケア事業 

 母子健康手帳交付 

 

子育て支援策 
・保育所 
・地域子育て支援センター 
・児童センター 
・子育てサロン 
・ファミリーサポートセンター 
・その他の子育て支援策 

助言・指導 

妊婦・産婦・新生児訪問 産婦健診 新生児聴覚検査 ママのあんしんテレフォン 

・様々な悩み等に対する

相談支援 

・必要な支援をコーディ

ネート 

※支援プランに基づい

た助言・指導 

【妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制の充実･強化】 

育児 

 妊娠に関する普及 
啓発 

 
命の教育（中学校
等での赤ちゃんふ
れ合い体験） 

 妊婦健診 

 マタニティクラス

 産前産後ケアセンター 

 乳幼児健診  予防接種 

                         ④ ママのあんしんネットワーク会議（市民･行政・専門家等が協働し、子どものすこやかな成長を見守り育む地域づくり） 

 育児学級等  つどいの広場 
 不妊治療 

 

 虐待予防（定例実務者会議） 

産前産後ママのほっとスペース 


