
その他の意見・質問・回答 【資料3】

1 2 1 質問
「⑧利用者支援事業」「⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業」「⑬多様な主体が参画することを促進するための事業」

とは何ですか？
子育て支援課

「⑧利用者支援事業」・・・P25、55参照ください。

「⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業」・・・P57参照ください。

「⑬多様な主体が参画することを促進するための事業」・・・P58参照ください。

2 9 2 意　見
出生の状況ですが、すべての子どもとするのであれば、堕胎の数や里親数は載せなくていいのか、ここに働きかけられないの

か。生みたくても産めない人もいる、海外のように不妊治療を無償化にしてほしい
健幸・スポーツ課

不妊治療の助成について、飯塚市では平成28年度より、福岡県の特定不妊治療

助成金の2回目について、県決定額の不足額を補う形で上限額15万円の助成を

実施しています。また、平成31年度（令和元年度）からは、対象範囲を3回目に

拡大いたしました。

3 12 2 意　見 育児終了までの離職を問題とするのであれば、保育所の利用を充実させるしかありません。 子育て支援課(事務局)

今後、女性の就業率80％程度になることを想定して、計画を策定することが国から

示されており、また、昨年度実施しました子育てに関するニーズ調査の結果での保

育所等の今後の利用意向も考慮し不足することがないように、今後の見込みや施

設整備を計画に盛り込んでおります。令和2年度からは実績を確認しながら計画ど

おり実施していきます。

4 14 2 意　見 未就学時期は短い時間で病気の際に休める労働環境を推進して頂きたい 商工観光課
長時間労働の削減や、仕事と家庭の両立ができるような環境整備を促進するた

め、啓発や情報提供に努めます。

5 19 2 意　見

子どもを健やかに生み育てるために期待したい事のアンケートの中に”学童期の子どもの放課後対策の充実”や”地域で子ど

もたちが遊んだり、スポーツする場の充実”をのぞむ声が多くあがっています。私は、昨年福岡市から、子育てを地元飯塚でし

たいと思い戻って来ました。落ち着いた雰囲気、あたたかい地域の人、熱心な先生方と、飯塚に戻ってきて本当に良かったと

思っていますが、上記の声にあがっている点が私も気になりました。飯塚市は緑に囲まれていますが、実際は安全に遊べる

公園が少ないと思います。(草がのびきっていたり、人気がなく暗い雰囲気の所が多いです)　そこで、福岡市が取り組んでい

る「放課後等の遊び場づくり事業(わいわい広場)の様な事が出来ないでしょうか？学童のお子さんは皆で遊ぶ機会があり

ますが、学童を利用できない家庭の子は遊ぶ場がなく、習い事でも入れないと、ずっと家で過ごす事になってしまいます。

今、飯塚市は教育に力を入れているとのことでとても素晴らしいのですが、その分、体もしっかり動かす事で、より健全な心身

を作ると思います。素直な所、かえって都市部のビルに囲まれているお子さんの方がのびのび外で遊んでいる印象です。ぜひ

子育て世代に”心身共に健幸な子育ての出来る飯塚”とアピール出来る様になってほしいです。

生涯学習課

貴重なご意見ありがとうございます。本市では小学校児童については放課後児童ク

ラブを利用していない子どもでも参加ができる「放課後子ども教室」を各小学校区で

実施しております。また、図書館や各地区交流センターにキッズスペースを設置して

おり自由に利用が可能となってはおりますが、就学前の児童や児童クラブに行ってい

ない子どもの居場所づくりについては、今後研究させていただきたいと考えておりま

す。

6 20 2 質問
子育てのための経済支援の充実を７４％の人が求めていますが、どのような支援を行われており、また、今後検討されてい

るのでしょうか。
子育て支援課(事務局)

子育てのための経済的支援は、P94記載の子ども医療費助成事業や児童手当、

各世帯にの状況に応じP69記載の児童扶養手当等になります。これら以外の経済

的支援については関係部署とも協議しながら検討していきます。

7 23 2 質問 時間外保育とは延長保育のことか？ 子育て支援課 そのとおりです。

8 25 2 質問 利用者支援事業の具体的内容を知りたい 子育て支援課 P55［8］　＜事業の概要＞の主な事業を参照ください。

9 27 2 質問 達成度が高いが、内容はどのような内容か？事業数が少ないところもあるが十分なのか？ 子育て支援課(事務局)

P27の表は、第1期計画における平成30年度の各事業の評価を記載しています。

その中で達成度が高い事業(S評価)は母子健康手帳交付、養育支援訪問事

業、子育て支援ガイドブック作成事業など8事業あります。また事業数が少ないとの

ことですが、本表は「進捗管理」を行うこととしている事業のみ掲載しており、進捗管

理しない事業を含めると全体で162事業を実施しています。なお、第2期計画では

6増の168事業を実施するよう策定しています。
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10 28 2 質問
過不足ない利用定員とあるが、40人定員減しているのはなぜか？

保育士の人員確保が重要とあるが具体的方策は？課題解決のために、事業者と対話して、解決を図っているのか。
子育て支援課(事務局)

40名定員減については、平成30年度から平成31年度に40名定員減となっている

ことについての質問と思われますが、法人からの申し出により定員減の申し出があり、

県で認可されております。また、保育士確保については、事業者に対し貸付制度を

利用していただくなど引き続き依頼していきたいと考えております。

11
28

59
2・4 意　見

p28[3]、p59[2]等で、「質の高い教育・保育」「保育士等の人材確保」と書かれていますが、「3年雇用の保育士」で見

通しが立たずに退職し、他の私立保育園に就職した方の話を聞くと、本気で質の向上に取り組んでいるのか疑問です。

安定した身分でなくて、心底「子どもの最善の利益」のためにがんばれますか？

子育て支援課(事務局)

保育士確保については喫緊の課題として様々な施策に取り組んでいるところです。

今後も引き続き、新たな方策を検討しながら安定した継続的な保育教育の提供が

できるよう保育士確保の取組みを行い、質の高い教育・保育の提供ができるよう努

めていきたいと考えております。

12 28 2 意　見

保育士確保対策の更なる充実を求めます。

飯塚市子ども・子育て支援事業計画進捗状況の資料によると保育士確保事業の評価は3年連続Ａとなっています。

しかし、P28の今後の課題の整理の中でも、

〔3〕教育・保育事業、地域子育て支援事業の質の向上

各種事業の利用量を適切に見込み、ニーズに対して過不足なく事業を提供するだけでなく、 各種事業の提供内容の質の向上を図ることも重要で

す。しかし、教育・保育施設等に対して、 教育や保育内容・指導方法等に関する助言等を行う体制は必ずしも十分でない現状があります。

事業の量的確保・質的向上の両面の核となるのは人材であることから、幼児教育や保育に関する専門的知見や豊富な実践経験を有する者を配置

し、訪問指導を行うなどして事業の質の更なる向上を図る体制の構築、また、幼稚園教諭や保育士等の人員確保対策も重要な課題であるといえま

す。

とあるように、保育士不足は深刻な状況にあります。

対して、P59の〔2〕質の高い教育・保育や子育て支援の推進には、「安定した継続的な保育・教育を提供するために幼稚園教諭・保育士等の人材

確保、職員の処遇や配置の改善に努めます。」とありますが、P95の保育士確保事業などを見ても、現状の計画の追認でしかありません。

修学資金・生活資金などもありますが、使い勝手が悪いという意見もある他、ずっと現場で頑張っている方々の支援が弱いのは事実です。

例えば、市議会福祉文教委員会とともに当時の福祉部長・次長が視察に行った船橋市は船橋手当等として私立の保育士に対し大きな支援をして

います。県内でも福岡市も奨学金の返済が残っている保育士に対する支援を行ったり、宮若市でも家賃補助を行ったりしています。

また、平均賃金を見ても、公立の保育士と私立の保育士の差が大きいだけでなく、保育士と他の業種との差が大きいのも周知の事実であり、次世代

を育てるプロとして、また子育て家庭への支援も担うプロとして十分な評価がなされているとは言えません。

先日の子ども子育て会議の中でも、「保育士確保は大丈夫ですか」との委員の問いかけに対し、園側の委員より「難しい」との返答もあっており、現状

では苦慮していることもはっきりしています。

また、現状の修学資金生活資金等も、目的が私立の認可保育園・認定こども園で働く保育士確保に限られており、対象を幼稚園などまで拡大する

のかなども議論すべきです。

いずれにせよ、人手不足の中、低い処遇のままでは保育士不足の状況は変わらないと思います。

よって、保育士確保対策の更なる充実を求めます。

子育て支援課(事務局)

保育士確保については喫緊の課題として様々な施策に取り組んでいるところです。

ご意見を踏まえ、今後も引き続き、新たな方策を検討しながら安定した継続的な

保育教育の提供ができるよう保育士確保の取組みを行い、質の高い教育・保育の

提供ができるよう努めていきたいと考えております。

13 29 2 意　見 子育て家庭に対する経済的支援は喫緊の課題です。 子育て支援課(事務局) 子育てのための経済的支援は関係部署と協議しながら今後検討していきます。
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14 29 2 意　見

子育て家庭に対する経済的支援が貧弱であり、大きく拡充すべきと考えます。

P29の今後の課題の整理においても、

〔5〕経済的支援の充実 

ニーズ調査では、市の子ども・子育てに関する取組の満足度において、就学前児童保護者・ 小学生保護者ともに、「子

育てのための経済的支援」について、『不満』の割合が『満足』の 割合を上回っていました。

また、子どもを健やかに生み育てるために飯塚市に期待することとして、「子育てのための経済的支援の充実」の割合が就

学前児童保護者・小学生保護者ともに過半数を超えて高くなっています。

家計に占める子育てのコストの負担が過重にならないよう、ニーズに応じた経済的支援措置を検討していく必要がありま

す。

とありますが、経済的支援について、現状の計画の追認でしかありません。

例えば、嘉麻市では中学3年生までの子どもの医療費について全額助成をしていますし、田川市では0〜2歳の保育料の

完全無償化を行っているなど、独自の追加支援策をとっている自治体があります。

また虐待においても貧困は大きな要因であり、4月から施行されている飯塚市の子どもをみんなで守る条例第14条では子

育て家庭に対して必要な支援を行う旨規定しています。

他方、福岡県内でも筑豊地区の家庭の所得は低い傾向にあるなど、支援の必要度は大きいと思われます。

実際に、今回のニーズ調査においても、子どもを健やかに生み育てるために飯塚市に期待することについては、「子育てのた

めの経済的支援の充実」は就学前後に関わらず最上位です。

よって、経済的支援の更なる充実を求めます。

子育て支援課(事務局)
子育てのための経済的支援を希望する保護者がおおいことは十分認識しております

が、関係部署と協議しながら実施可能なものについて今後検討していきます。

15 39〜 4 意　見

(放課後児童健全育成事業)

児童クラブの指導員の数が、1部屋当たり2〜3人の配置で対応されていることになっているが、1部屋当たりの定員数の開

きが大きい。児童に対する目配り等は大丈夫でしょうか？

学校教育課

各集会室の広さに応じて定員数を設けていますが、夏休み期間中の最大利用者

を想定した定員となっています。夏休み期間中は増員に対応できる人数の支援員

を雇用しています。

16 39〜 4 意　見

計画案にはありませんが、ヘルパーの資格でも良いという支援員の採用条件は、人材確保がそれほど難しいことのあらわれと

思います。私もヘルパーの資格を持っていますが、誰でもとれます。それで良いのでしょうか。

私自身20年間学童保育所の指導員として勤務した経験から、子どもと向きあう仕事は心身共に疲れます。専門的な知

識も必要です。又、私自身が子どもを2任学童保育所に通算6年通わせた親として感じたことは、飯塚市は、学童保育所

(今は児童クラブですが)時代から、指導員は各地の青少年健全育成会の嘱託職員であったり、研修も少なく、飯塚市が

本気で子どもの放課後の生活について、今でいう「子どもの最善の利益」を保障する努力はして来ていないと思っています。

子ども・子育て支援事業計画(案)にも、そのことが反映されて、言葉は悪いが、適当です。

学校教育課
現在では、支援員認定研修の受講や、各種研修会への参加、支援員全体会議

での研修会の実施等、支援員のスキルアップに努めています。
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17 48 4 意　見

(地域子育て支援拠点事業)

親子が交流するための事業を実施し、子育てを応援する場のはずが、小学生以上は入室禁止として、小学生以上の保護者が第二子

第三子を出産した場合、上の子どもたちを連れて行けないという事態が起きています。「大きな子が跳んだりはねたりして、乳幼児に危

険」というのは未就学児（3〜5歳）に多いケースで、小学生にもなると、それなりのTPOはわきまえます。また、異年齢でふれあうことで、

昔のような集団遊びが実現します。今まで、遊びに来ていたお子さんの成長をいっしょに喜んでいたはずが、小学校入学とともに「もうココ

には入れません」とドアを閉める苦しさをご理解ください。特に、低学年のお子さんを留守番させてまでセンターに来られない親子の声に耳

を傾けてください。運営が始まって７年目に入り、０歳だった子どもたちが成長してより明確になってきた課題です。それが叶わないのであ

れば、最初から「乳幼児のための子育て支援センター」に名称を変更していただきたいです。国の法令では、子どもは18歳までとありま

す。子育て支援センターというのならば、18歳までの切れ目のない子育てを地域で応援する施設としての役割があるのではないでしょう

か？

子育て支援センターは、保護者が一緒に入室するので、危険な場合、保護者と一緒に注意できます。退室をお願いすることもできます。

それは、どのような公共の場やお店でも実施していることです。

1つのセンターだけ許可するわけにはいかないというルールも、実際、街なか子育てひろばが日・祝日も開所していたり、各センターの部屋

の広さや設備、玩具やイベント内容にバラツキがあったりと、全てにおいて同一にするということは不可能です。多様性を認める社会の動き

もあります。各子育て支援センターで、それぞれの特性があってもよいと思います。少なくとも、庄内子育て支援センターでは、切れ目のな

い子育てを応援するためにも、小学生以上の子どもたちの入室を「原則として」認めていただきたいです。スタッフ全員の思いです。

子育て支援課

地域子育て支援拠点事業の設置の背景として、３歳未満児の約6〜7割は家庭

で子育てをしていることや、核家族化・地域のつながりの希薄化等があり、子育てが

孤立化し、子育ての不安感、負担感が課題となっていることから、公共施設や保育

所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育

児相談、情報提供等を実施するために地域子育て支援拠点事業が設置されまし

た。

このことから、子育て支援センターの利用対象を子育て家庭の保護者と就学前の

児童としております。

いただきましたご意見を参考に、考慮できる内容は検討をさせていただきたいと考え

ております。

18 48〜 4 意　見

地域子育て支援拠点事業穂波ブロックの拠点設置が令和5年度をめどにとなっているが、なぜ計画がこんなに遅くなってい

るのでしょうか？（1次計画でも設置の計画がありましたが見送られています。）設置場所の選定で遅れているのであれ

ば、楽市・平恒保育所の合併移転に合わせ、保育所に併設されることを希望します。園庭があり、保育所の様子も見られ

るのは、支援センターを利用する親子にとっても良いと思います。

子育て支援課
穂波ブロックの拠点設置については、楽市・平恒地区の教育施設設置状況を勘案

し、設置場所等の検討を進めてまいります。

19
48〜

50
4 意　見

(地域子育て支援拠点事業)

令和５年度、地域拠点が「穂波」にもできると言うことで、利用者の選択肢が増え、喜ばれると思います。ありがとうございま

す。

しかし、忘れられている視点があると思います。

「利用ニーズに対応できる体制の維持」とありますが、「利用ニーズ」として、複数の兄弟姉妹がいるご家庭から「乳幼児だけ

でなく、小学生にも入室を許可して欲しい」という強い要望があがっている事をご存じでしょうか。現在、利用者が小学生の

兄姉を一緒に連れてきた場合、その小学生のみ入室できず、外で待つことになっています。例えば、３月まで兄弟姉妹一

緒に利用者として遊んでいたのに、４月になったとたんに遊べなくなります。子どもにとっても保護者にとっても、不安の大きい

進学という時期に、今まで通りに迎え支えられる場所があって欲しいと思います。

乳幼児を含む兄弟姉妹が多数いるご家庭の保護者は、より多様の支援が必要と思われます。P48記述のとおり「広く就

学前児童を中心とした」事業でありますので、現在小学生は対象外なのだと思いますが、家庭の事情は様々あります。利

用の幅が広がることで、保護者の安心と子どもの笑顔につながります。是非、ご検討頂きたいです。

子育て支援課 (17と同じ)

20 52 4 質問 一時保育週3日等利用しにくい、受け入れにくい、状況をどのように考えるか 子育て支援課

保育士の確保が厳しい状況があり、受け入れる日数と人員数を増やすのは難しい

状況があると考えます。本市が行っている保育士確保の取組をアピールして、保育

士確保につなげていきたいと考えます。
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21 54 4 意　見

(子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）)

子育て支援センターもそうですが、事業を開始する時は一般公募しますが、団体が決定すれば、ずっと同じ団体が継続して

運営しています。他の自治体は期限をつけて毎回公募し、より向上したプランを提出した団体を選んで切磋琢磨させていま

す。飯塚市の場合、ずっと同じ団体が運営しているため、健康的とは言えない状態だと思います。特にこれまでは問題がな

かったのかも知れませんが、公募しプレゼンすることで、運営団体の活動内容が見えてくるし、利用者にとって、より利用しや

すいシステムやサービスにつながると思います。学校給食などは、プロポーザル方式での厳しいチェックや更新が行われている

と聞きます。子育て支援に関する事業でも、同じようにお願いします。

子育て支援課

ご意見のとおり、事業開始時より同一事業者での委託により実施しております。この

事業を円滑に実施するためには、約400名にのぼる会員情報や経験の蓄積が必

要不可欠であるため、ご意見のプロポーザル方式による受託者選定は適さないと考

えております。

22 56 4 意　見

(乳児家庭全戸訪問事業)

子育てに関する情報提供や養育環境の把握であるが、まだあまり周囲とのかかわりが持てない時期の親にとって、誰がどの

ような支援をするかは極めて重要である。その訪問する保健師がどのような支援をするかについての研修はどこでどのように行

われているのか？

0歳児からスマホを見せる時代になってしまった現代に合わせて、健康な乳児の育ちを保障するために飯塚市は訪問する保

健師にどのような研修を義務付けているのか？「子どもと保育研究所ぷろほ」が主催する「乳幼児メディアアドバイザー講座」

を、ある市では助産師や保健師が受講して、その危機感に動き出そうとしているが、ぷろほの地元である飯塚市にそのような

動きは全く見られない。

また、健診で言葉の遅れを指摘される子どもが増えているが、その親子への助言としては「ことばの教室の紹介」のみで、しか

もそこは予約するのに半年待ちの状態で、その半年間どうしたらいいかの指導もなく途方に暮れた親が来られることがある。

せめて、ぷろほが出版している「ことばの発達が気になる保護者・保育者の方へ」の小冊子(¥110)を1歳半健診で全員に

配布していただければ、保護者の不安も軽減すると思われる。

健幸・スポーツ課

保健センターにおいては、保健師は、県や保健所及び大学など主催の研修を受講

しております。また、月に一度の定例会を情報共有の場としており、研修会資料につ

いても保健師全員が目を通せる体制をとっております。

乳幼児健診時に配布する資料については今後検討をしてまいります。

23 57 4 質問 実費徴収を行う事業とは具体的に何か？ 子育て支援課
本市が取り組む事業としては、私立の新制度未移行幼稚園が実施する給食事業

における補足給付事業となります。

24 59 4 意　見

([2]質の高い教育・保育や子育て支援の推進)

研修への補助を継続することは賛成ですが、その内容・講師について把握していますか？内容を精査して補助することをお

願いします。飯塚市には、山田眞理子先生(大谷短期大学名誉教授)や助産師の稲富博美さんなど素晴らしい人材が

たくさんいるのに、活用されていないので、いつも残念に思います。ぜひご検討ください。また、民間団体が助成金申請して事

業しても内容が満たない場合や不備があれば、返金を求められたり助成が降りなかったりします。民間の方がはるかに厳し

いです。厳格な線引きが必要だと思います。

子育て支援課
研修の内容については、各園の運営方針、理念によるところですが、保育の質向上

に結び付く講師等の紹介は検討していきたいと考えます。

25 62 4 意　見

(児童虐待の防止)

家庭児童相談員による家庭に介入しての子育て支援は重要であるが、「研修等により資質の向上を図る」とある研修の内

容と行政としての予算措置を明確にしてほしい。民間学習会やNPOやボランティアの善意に頼るのではなく、そのような

NPOなどに公的な支援をする方向性が必要であろう。

　また、ここにおいては虐待防止の視点のみならず、子ども自身が自分の権利として声を上げること、さらに子どもの声の代

弁者としての子どもアドボケイター養成なども喫緊の課題であろう。飯塚市の施策には、これらの視点が欠落していると思わ

れる。

子育て支援課

研修受講については、現在は県等が主催する研修への参加となっています。今後

は、必要に応じて、予算措置を伴うセミナー等への参加を図り、そのなかで、資質の

向上のみならず、その他の課題解決に向けた取組みを実践していきたいと考えてお

ります。

26 64 5 質問

(事業NO.2　乳児院の設置・活用)

（乳児院誘致の検討について）現在は近隣の乳児院との連携を維持しながら積極的な活用を事業計画にされています

が、誘致の検討は、予算を伴って将来の見通しがあっての事業計画になっているのでしょうか？

子育て支援課
現在のところは、具体的な計画が進んでいないため、予算措置の段階までには至っ

ておりません。
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27 64 5 意　見

(事業NO.2　要保護児童連絡協議会)

条例はできましたが現状はあまり変わっていないようです（そもそもどうなっているのかさえ見えてきません）。体制強化のため

に、要対協の組織の大幅増員が必要と思われます。また支援が妥当であったのかチェックする仕組みの導入等制度の強化

も必要と思われます。

子育て支援課

条例が制定されたからといって、従前の取組みが大きく変わることはありませんが、条

例の制定を機に、要保護児童連絡協議会の会議の構成について見直しを図りまし

た。協議会の構成については、国のガイドラインに基づいて設置しており、単に構成

する関係機関を増やしたところで、機能の強化が図られるものではありません。また、

支援が妥当であったかどうかの検証する機関については、現在のところ適切な支援

ができております。

28 65 5 意　見

(事業NO.6　子ども家庭総合支援拠点事業)

令和4年度までの設置となっているが、市民に意見を聞きながら関係機関と連携をとりながらやっていただきたい。特に飯塚

市要保護児童連絡協議会や家庭児童相談等既存のものを見直し、連携を強化できるようにしていただきたい。虐待の条

例との整合性を図っていただきたい。

子育て支援課

子ども家庭総合支援拠点については、国のガイドラインに沿って設置することになり

ます。設置にあたっては、本市における課題の解決を図ることができる機能・体制が

充実した拠点の整備を行う必要があることから、そのための方策を実施していきま

す。

29 65 5 質問

(事業NO.11　新生児訪問指導・妊産婦訪問指導・乳幼児訪問指導・未熟児訪問指導)

新生児訪問指導、妊産婦訪問指導、乳幼児訪問指導、未熟児訪問指導とまとめてあるが、それぞれの内容は対象者

が違う。実態がよくわからない。

健幸・スポーツ課

現在保健センターで実施している対象者違いの家庭訪問になります。平成30年度

の実績として以下のとおりとなります。新生児39人、未熟児22人、乳児239人、

幼児204人、妊産婦317人

30 66 5 意　見
(事業NO.18　産前・産後生活支援事業)

「ヘルパー等が訪問し」とあるが、どんな研修を受けているのか、わかりにくい。
子育て支援課 県が主催する子育てマイスター認定研修会等を受講しています。

31 72 5 意　見

(事業NO.44　特別支援学級の設置)

ニーズに合わせた設置が必要と考えます。地域の学校に進学してくる予定の子どもの特性に合った特別支援学級がない

ケースが散見されます。

学校教育課

特別支援学級の設置は、福岡県教育委員会への申請により設置の可否が決定

されます。今後も就学指導委員会や学校からの要請をもとに、設置が必要な学校

(設置区分)については積極的に申請を行っていきます。

32 72 5 意　見
(事業NO.45　特別支援教育サポート事業)

特別支援教育サポート事業　特別支援教育支援員の身分が非常に不安定です。十分な身分保障をすべきと考えます。
学校教育課

本市の特別支援教育支援員の身分は、人事課が規定する「飯塚市臨時的任用

職員取扱要綱」に基づいて任用されています。現行では、各種保険（健保、厚

年、雇用、労災等）あり、要件が合えば有給休暇や、期末手当の支給もありま

す。来年度からは、会計年度任用職員制度の導入により、「会計年度任用職員」

の身分となり、人事課が制定する「飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償

及び旅費に関する条例」に基づき、任用されます。

33 73 5 意　見

(事業NO.52　相談窓口や各種サービス等に関する情報提供)

障がいに気づく・受け入れるという点からスペシャルガイドブックは子育てガイドブックと一体化し、情報を見つけやすくしたほう

がいいと思います。

子育て支援課

社会・障がい者福祉課

2冊分を1冊にまとめると情報量も多くなり、必要な情報が探しづらくなってしまうた

め、従来どおりの形態で発行するよう考えております。なお、子育てガイドブックには、

障がいのあるお子さんへの主な支援制度とスペシャルサポートガイドブックについての

記事を記載しています。

34 73 5 意　見

(事業NO.52　相談窓口や各種サービス等に関する情報提供)

スペシャルサポートガイドブックについて。

情報を新しいものにするために、子育てガイドブックと一本化をして毎年発行すべき。P87 事業№105に同じ

子育て支援課

社会・障がい者福祉課
(33と同じ)

35 74 5 意　見
(事業NO.56　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置)

子どもの成長は早い。子どもの命にかかわってくる問題だ。急いで取り組んでいただきたい。

社会・障がい者福祉課

子育て支援課(事務局)

障がい者地域自立支援ネットワークの専門部会として位置づけ、医療機関や相談

支援専門員、支援事業所等の関係機関が連携をとりながら、取り組んでいるところ

です。
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36 76 5 質問

(事業NO.65　ワーク・ライフ・バランスについての意識の醸成・啓発)

ワーク・ライフ・バランスに取り組むメリットについて。

「保護者の多様な働き方に対応した保育」と「放課後児童対策などとワーク・ライフ・バランス」は対立しかねない課題であ

る。ワーク・ライフ・バランスのために、「乳幼児を持つ親には○時間以上働かせてはならない」などの北欧のような法律を設け

ることを基盤にしなければ、子どもたちの幸せな日常が保証されないと考える。

　まず、飯塚市の行政の方々が先進的にワーク・ライフ・バランスに取り組み、そのメリットを紹介してほしいが、そのような計

画はあるか？

男女共同参画推進課

商工観光課

働き方改革及び女性の活躍推進の一環として、平成30年度から嘉飯圏域定住

自立圏の事業所や市職員を対象にイクボスの推進を行っております。イクボスとは職

場で共に働く部下やスタッフのワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生

を応援しながら、組織の業績を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる

上司（経営者・管理職）であり、働き方改革等のキーパーソンとして全国的に注

目されています。

具体的な事業としましては、イクボスマニュアルを作成し、そのマニュアルを基にイクボ

ス養成研修会等を開催。広報誌「イクボスマガジン（嘉飯桂取組事例集）」で

は、嘉飯圏域内の事業所の取組状況やそのメリット等についても紹介しており、事

業所等に配付することにより、イクボスの推進に努めております。

また、市職員のワーク・ライフ・バランスの実践につきましては、第2次飯塚市男女共

同参画プランに基づき全庁的に取組を行っており、毎年、4月にはその進捗状況等

について市のホームページ等で公表をしております。

37 76 5 意　見
(事業NO.67・68　育児休業制度などの普及・促進　労働時間短縮の促進)

促進するために育休・有休の取得率などの公表制度や入札制度との関連づけを整備してはどうでしょうか。

商工観光課

契約課

育休・有休の取得率について、飯塚市では事業者単位での情報を持っておりませ

ん。そのため現状として、個々の事業所へ個別に対応することは難しいところです。

また、入札制度については、平成31年度分飯塚市建設工事競争入札参加資格

審査申請受付時から、市内工事業者の格付けを行う際の主観点数の加算対象

項目として「福岡県子育て応援宣言」の登録を掲げ、指定期限までに登録を行っ

た業者に主観点数を加点する制度を導入しております。

38 77 5 意　見
(事業NO.71　一般事業主行動計画に関する情報提供)

市内の企業の策定した計画を一覧できるページ、欲を言えば比較できるページがあると良いかと思います。
商工観光課

厚生労働省が行っている「両立支援のひろば」というサイトに地域別で策定された計

画が一部掲載されております。市のHPにリンクを掲載しています。

39 78 5 意　見

(事業NO.73　幼児教育アドバイザーの育成・配置)

幼児教育アドバイザーの育成・配置を推進するとあるが、具体的にはどのような人材の研修と配置を考えているのだろうか。

　子どもと保育研究所ぷろほは保育者の資質向上のための専門研修施設であることは福岡県からも認められている。しか

し、その講座を受講するための研修費を出せない園があるということから、保育士会で数年続けてきた研修が打ち止めに

なった経緯がある。

　遠方からの受講生も多々いるぷろほであるが、飯塚市内の保育者の研修の場として市内の保育者が利用しやすいような

支援ができないものであろうか。

子育て支援課(事務局)

今回改正の国から示された「子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進する

ための基本的な指針」では、幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は、

教育・保育に関する専門性を有する指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確

保等に努めることとされましたことから、その具体的な方策について現在検討しており

ます。都道府県は、幼稚園に関する事務に従事する指導主事の教育・保育に関

する専門性の確保、幼児教育アドバイザーの確保及び幼児教育センターの体制整

備に努めること。となっておりますので、県の事業等も確認しながら指導主事の派遣

要請を行うなど内容を検討していきたいと考えております。

40 78 5 質問

(事業NO.73　幼児教育アドバイザーの育成・配置)

幼児教育アドバイザーとは、どのような方がなられるのか知りたいです。とても重要な役割を担う方なので、元学校職員や幼

稚園園長などが、あて職で配置されるようなことがないようにお願いします。

子育て支援課(事務局) (39と同じ)

41 81 5 意　見

(事業NO.79・80　情報モラル教育の推進　情報モラル向上のための保護者への啓発推進)

情報モラルに限らず子どもとメディアとの関係性について鎖港すべきと考えます。まずは実態調査を行い、多くの方が参加し

ての対応の協議が必要と考えます。（2019年12月議会一般質問で取り上げています）

子育て支援課

学校教育課

情報モラル教育だけではなく、規範意識にかかわる教育は大変重要だと考えていま

す。現在、小中学校では、年間2回、各発達段階に応じて保護者と児童生徒が

一緒に学ぶ学習会を実施しています。そこには、専門的な知識を持つ講師（NPO

法人及び福岡弁護士会含む）を派遣していただき、児童生徒の社会規範意識に

対する理解の深化や、判断力、実践力、また、保護者の規範に対する意識や養

育に関する責任感を高めています。

7
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42
82〜

83
5 質問

(③思春期保健・青少年健全育成対策)

いま、思春期・青少年の健全育成においてもっとも課題としなければならないことは「ネット・ゲーム」「スマホ」ではないだろう

か？それが一言も語られていないことは、まさに目の前の子どもたちが視野に入っていないと思わざるを得ない。飯塚市にお

けるネット・ゲーム対策、さらにはメディア依存対策はどうなっているのか？またどう進めようとしているのかがないままでは、今後

の対策において遅れが否めない。

子育て支援課

学校教育課

小中学校においては、原則小学校3年生以上（中学生も含む）において、複数

のテーマの中から選択式で研修会を行ってもらっています。その中に、「インターネット

の適正利用」として、インターネット（スマートフォン含む）によるいじめやトラブルにつ

いて、ネットモラルの学習を行っています。

43 83 5 意　見

(事業NO.88　子どもの健全育成支援事業)

2か所で実施されていますが、これだけでなく実施会場のさらなる増加をすべきと考えます。また訪問型の採用も検討すべき

ではないでしょうか。貧困の連鎖を断ち切るには非常に重要な事業だと思います。

生活支援課

ご意見のとおり、この事業の重要性を考えれば、開催会場を市内各所に設け事業

を実施することが理想的であることは十分に理解しております。しかしながら、現状で

もこの事業の趣旨に沿う生活困窮者世帯の子どもたちの確保につきましては、様々

な手段を講じておりますが、思うようにその確保ができておらず、この効果的な方策に

ついても継続的に模索しているところでございます。このような趣旨の事業につきまし

ては、そのニーズが増加していることについて十分に承知しておりますが、まずは生活

困窮者世帯の対象となる事業登録者数を充足させることを目的とした上で、今後

の事業の拡大について検討してまいりたいと思います。

また、県内では訪問型の学習支援について民間の大手教育企業への業務委託を

行っている自治体も見られますが、教室に来る子どもたちに虐待等の問題があると

分かれば、家庭や自治体の担当者と連絡を取るといった福祉的な役割も含んでい

るこの事業を、教育企業へ委ねることが適当であるか、このような検討も必要である

と考えます。今後は県内の自治体の動向を見ながら検討してまいります。

44 83 5 意　見

(事業NO.90　スクールカウンセラー等配置事業)

市費によるスクールソーシャルワーカーの配置は評価されるものであろう。スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの

充実に努めるとあるのは、今後どの程度の数を予算を目標とするのかを明らかにしてほしい。

　子どもたちへの対応をすべて教員がするのは限界であり、教員の多忙と質の低下も叫ばれている。

学校教育課

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの充実の内容には、各個人のスキル

アップのための研修への積極的な参加も含まれます。市費によるスクールソーシャル

ワーカーを令和2年度は１名増員する予定です。

45 83 5 意　見
(事業NO.90　スクールカウンセラー等配置事業)

SSW(スクールソーシャルワーカー)をもっと増やすべきと考えます。
学校教育課 市費によるスクールソーシャルワーカーを令和2年度は１名増員する予定です。

46 84 5 意　見

(事業NO.91　適応指導教室(小・中学生対象))

「不登校を生まない学校環境づくり」とは、誰が何をすることを指しているのだろうか？教員に求めるのはもはや酷である。子

どもたちの生活体験の欠落を補うためには生活体験学校(p80)の歴史を飯塚市は持っている。これを、もっと生かした学校

以外の学びの場を作るべきであり、「不登校を生まない＝学校に来る」であってはならないと思う。日本の学校制度が、集

団一律教育しか用意できていないことが不登校を生んでいるのであり、「今の学校に来ない子どもたち」にあった多様な学校

の在り方を工夫し、考えることが対策であろう。

学校教育課

「不登校を生まない学校環境づくり」は,令和元年11月に通知された「不登校児童

生徒への支援の在り方」の中にもあるように、①魅力ある学校づくり、②いじめ、暴

力行為等問題行動を許さない学校づくり、③児童生徒の学習状況等に応じた指

導・配慮の実施、④保護者・地域住民等の連携・共同体制の構築、⑤将来の社

会的自立に向けた生活習慣づくりとなっており、学校と地域が一体となって不登校

を生まない学校づくりが求められています。また、通知には、これまで求められていた

「学校に登校する」ことだけを目標にするのではなく「社会的に自立すること」を目指

すと明記されています。よ現在は、市内にある適応指導教室や各フリースクール等を

紹介しています。飯塚市の適応指導教室が庄内の生活体験学校を活用していま

す。

47 84 5 意　見

(事業NO.91　適応指導教室(小・中学生対象))

適応指導教室でボランティアをされた方から、「送迎を保障すると教室に来られる子が多くなるのでは」という話を聞きまし

た。

学校教育課
現在は、通常の学校登校と同様に、社会的自立を促すためにも、保護者の責任

の下、送迎をお願いしています。ご意見については、今後検討していきます。

48 84 5 意　見
(事業NO.91　適応指導教室(小・中学生対象))

不登校生の数値の表示と対応について、設置場所の環境や設置数についても配慮が必要ではないか。
学校教育課

現在は、適応指導教室は１か所で運営しています。その他、市内のフリースクール

（数か所）でも出席扱いとなる措置が取られます。
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49 85 5 意　見

(事業NO.99　子どもへの暴力防止等のプログラムの活用)

子どもへの暴力防止プログラム(CAPプログラム)を、幼児期から小中学校まで継続的に受講している地域の子どもたちは、

自分への虐待に気づき、声を上げることができる。しかし、その知識のない本市の子どもたちは「自分が悪いから」「自分が治

せば」と思ってしまう。まず、子どもたち自身に自分を守る権利があることを伝える講座を公費で保障する市であってほしい。

学校教育課

児童生徒への虐待防止（子ども権利を含む）等の情報については、適宜各小中

学校へお知らせしています。無償で行われていおる特設授業及び講演等について

は、各学校の教育課程の中で実施しています。しかし、有償のものについては学校

による配当予算（特色ある教育活動）等により、各学校の主体性に応じて実施

していただいています。

50 85 5 意　見

(事業NO.99　子どもへの暴力防止等のプログラムの活用)

子どもを取り巻く様々な暴力、そして、自死の問題、貧困、など子どもの周りには様々な問題がある。その問題に自ら力をつ

ける取り組みが必要だと考える。CAPプログラムは、子どもが権利について考え、暴力にあったときにできることの考えられるプ

ログラムである。ぜひ、具体的に取り組みを具体的に計画して頂きたい。

学校教育課 (49と同じ)

51 85 5 質問

(事業NO.99　子どもへの暴力防止等のプログラムの活用)

具体的にどのようなプログラムをどれだけの学校・施設等でおこなっているのでしょうか。ＣＡＰプログラムを全校に展開しては

どうでしょう。福岡市や佐賀市などでも採用されていると聞きますし、自殺防止にも有効と聞いたこともあります。

http://cap-j.net/program

学校教育課 (49と同じ)

52 86 5 意　見

(事業NO.100　つどいの広場いいづか)

子育て支援センターもそうですが、事業を開始する時は一般公募しますが、団体が決定すれば、ずっと同じ団体が継続して

運営しています。他の自治体は期限をつけて毎回公募し、より向上したプランを提出した団体を選んで切磋琢磨させていま

す。飯塚市の場合、ずっと同じ団体が運営しているため、健康的とは言えない状態だと思います。特にこれまでは問題がな

かったのかも知れませんが、公募しプレゼンすることで、運営団体の活動内容が見えてくるし、利用者にとって、より利用しや

すいシステムやサービスにつながると思います。学校給食などは、プロポーザル方式での厳しいチェックや更新が行われている

と聞きます。子育て支援に関する事業でも、同じようにお願いします。

子育て支援課

つどいの広場いいづかの運営ついては、飯塚市及び当該施設借受団体の双方で

施設の運営方法についての審議と意見交換を毎年実施しております。また上記団

体との共同事業を当該施設で実施しており、飯塚市としては今後も継続する予定

としております。以上のことから、ご提案のプロポーザル方式での施設運営事業者を

募集することは考えておりません。貴重なご意見として今後の事業実施の参考とさ

せていただきます。

53 86 5 意　見

(事業NO.101　子育て世代包括支援センター(母子保健型)事業)

昨年、中津市のスペシャルケア研究会で、井上登生先生（小児科医、厚労省社会保障審議会児童部会委員）から、

この子育て世代包括支援センターの重要性を聞きました。切れ目のない支援をする場合、今のように保健センターだけが

穂波庁舎にあるのは、無理があると思います。「保健師がコーディネーターとなって」とありますが、子育て支援課や社会障が

い福祉課、学校教育課等と同じ並びまたは建物内にないと、連携は難しいと思います。相談に来た親子や支援者のため

にも、すぐに隣で対応できる担当課が多ければ多いほど負担は少ないし、不安も減るのではないでしょうか？ぜひご検討くだ

さい。

健幸・スポーツ課

ご意見については確かに保健センターが同じ庁舎内に存在することが望ましいと思い

ますが、本庁舎の大きさもあることから現実的には難しい現状です。国のガイドライン

にも別の建物でも連携がとれていればよいとなっておりますので今後とも保健師が

コーディネーターとなって関係機関の連携を取っていきたいと思っております。それと同

時に今後の検討課題として協議してまいります。

54 87 5 意　見

(事業NO.104　子育て支援サービス等に関する情報提供)

保育園等の空き情報やどのような園かと言った情報をネットにアップするほか、利用者支援事業を大幅に強化すべきです。

そうしないと保護者は電話するか訪問しないといけないし、園側も問い合わせに忙殺されます。他自治体では既に行われて

います。

子育て支援課 利用者の利便性の向上を図るための方策を検討していきたいと考えます。

55 87 5 意　見

(事業NO.105　子育て支援ガイドブック作成事業)

障がいに気づく・受け入れるという点からスペシャルガイドブックは子育てガイドブックと一体化し、情報を見つけやすくしたほう

がいいと思います。

子育て支援課

社会・障がい者福祉課
(33と同じ)

56 87 5 意　見

(事業NO.105　子育て支援ガイドブック作成事業)

スペシャルサポートガイドブックについて。

情報を新しいものにするために、子育てガイドブックと一本化をして毎年発行すべき。P87 事業№105に同じ

子育て支援課

社会・障がい者福祉課
(33と同じ)

57 88 5 意　見
就学児の預かりについて。

児童クラブ以外の単発的な預かり事業の検討を。

子育て支援課

学校教育課

就学時のお子さんの預かりとしては、現在ファミリーサポートセンター事業や日曜祝日

に片島児童センターで預かりを行う休日預かり事業で単発的な預かりは可能です。
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58 90 5 意　見

(事業NO.122　児童センター(児童館))

実態とはかけ離れたものと思います。

児童センター(児童館)は、月〜土児童クラブが使用しており、№122の「事業内容と今後の方針」に書かれていることの具

体的なものはどのくらいあるのでしょうか。

学校教育課

教育総務課

児童センター事業といたしまして、三世代交流会として地域の方との交流事業を

行っています。また、スポーツ教室では卓球教室を３か所で毎週１回実施していま

す。

59 90 5 意　見

(事業NO.122　児童センター(児童館))

飯塚市児童センター及び児童館条例をみると、児童センター等を利用することができるものは、市内に居住する18歳未満

の者となっています。例えば、吹田市の児童センターは、児童クラブとしての利用はされておらず、通年の幼児向けの子育て

講座が開催されていたり、図書室の図書を登録すれば借りることができたり、一輪車や鉄棒など幼児や児童の体力増進が

できる場などであり、子育て支援や保護者の交流の場として活用されています。北九州市の児童センターでは、中学生が

放課後に卓球やバスケット、読書などをして過ごせる居場所にもなっていました。飯塚市では、児童センターイコール児童ク

ラブの占有場所、というイメージがあります。実態を知りたいです。就学前までの子どもには、子育て支援センターという後発

でできた施設がありますが、児童期に入ると図書館か商業施設か習い事をするか、事前予約をした体験活動の場（例え

ば放課後子ども教室など）しかなく、子育て支援センターのように予約せず、自由に出入りができる場所がないように感じて

います。３９ページ以降に書いてある、放課後児童健全育成事業の量の見込みと確保の内容を見ても、児童の人数と

支援員の人数対応に不安を感じます。支援員の負担と身分保障についても配慮されているでしょうか。この人数で「子ども

の最善の利益」とは、と考えました。安全でさらに質の高いものであって欲しいです。

学校教育課

児童センター(館）では、市内に居住する１８歳未満であれば利用することが可能

でありますが、実態としては利用者が限定されているのが現状です。児童センター

（館）が充実している他市では、様々な利用がされています。本市でも児童セン

ター（館）の利活用を検討していきたいと考えています。

また、放課後児童健全育成事業の量の見込に関しては、定員は夏休みの利用を

含めた最大利用者数となり、カッコ内の人数は現状を表記しています。利用者が増

える夏休みには、利用人数に応じた集会室の確保と支援員の増員を行い、安全な

居場所を確保していきます。

60 90 5 質問

(事業NO.123　放課後子ども教室推進事業)

「児童クラブと一体的に事業を実施し」とあるが、児童館との連携はどうなっているのか。児童クラブに行っていない子どもの

居場所づくりについてどのように考えるか。児童館の表示を。

生涯学習課

放課後子ども教室は、放課後や週末等に小学校の空き教室等を活用して実施し

ている事業です。児童クラブの利用の有無に関わらず、全ての子どもを対象とした事

業です。この事業は子どもの積極的な学習意欲の支援と、優しさや積極性・協調

性といった社会性や生きる力の醸成を行うととともに、子どもの放課後や週末の居場

所づくりの一環として実施しております。なお、ご質問のページに記載のある「児童ク

ラブと一体的に事業を実施し」の箇所については、放課後子ども教室のプログラム

に、児童クラブを利用している子どもと合同で行うものがあることを指しており、児童ク

ラブ利用者のみを対象とするという意味ではございません。

61 91 5 意　見

(事業NO.125　ブックスタート事業)

4か月健診で実際に読み聞かせを経験でき、本が配布され、図書館カードが利用できるようになるのは評価できる。他の自

治体で、セカンドブック事業として、1歳6か月健診にて絵本を配布しているところもある。本に親しんでもらうよう更なるとりく

みが必要だと考える。

生涯学習課

貴重なご意見ありがとうございます。セカンドブック（ブックセカンド）事業の実施につ

いては、実施体制や予算等を含め今後調査、研究させていただきたいと考えており

ます。

62 91 5 意　見

事業とは無関係ですが、市のHPから市立図書館の情報を探すことができません。以前はトップページの下方にある他のサイ

ト紹介(例えばコスモスコモンやエコ工房等)するところに図書館もあって、そこから図書館へ行けたのが、現在はそれができま

せん。飯塚市は図書館持ってないの？大事じゃないの？と思われるのではないですか。

生涯学習課

ご指摘ありがとうございます。バナーから消えていることを確認いたしましたので、情報

政策課と協議し、早急にバナーへ登録させていただきました（1月23日）。ホーム

ページのアクセス環境については今後も留意して確認をさせていただきます。図書館

が子どもの成長に大きく寄与する施設であることは認識しており、今後も様々な支

援や事業を実施していくこととしております。

63 91 5 意　見
(事業NO.125・128　ブックスタート事業　子どもの読書活動推進)

ブックセカンドなど多様な取組を検討すべきです。明石市では絵本保育士の育成を行っています。
生涯学習課

貴重なご意見ありがとうございます。セカンドブック（ブックセカンド）等の事業につい

ては、実施体制や予算等を含め他の自治体の事例も参考にし、今後調査、研究

させていただきたいと考えております。現在も図書館においては、読み聞かせボラン

ティア養成講座等の様々な事業を実施しておりますが、市民ニーズも把握のうえ、よ

り充実した事業を行えるよう努めてまいります。
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その他の意見・質問・回答 【資料3】
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章
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番

種別 意　見　・　質　問 回答課

64 92 5 質問

(事業NO.129　プレーパーク事業)

プレーパークは散発的に実施される共済事業で実現するものではなく、プレーワーカーを養成する視点と、場所の確保とプ

レーワーカーへの給与保障などが必要な事業であり、横浜市や川崎市、近くは福津市などでは実現している。飯塚市はそ

れらに関して、どこまで保証する基盤をもってこの事業名を挙げているのか？

生涯学習課

貴重なご意見ありがとうございます。本市におけるプレーパークは市が直接的に主催

しておらず、子育て支援団体等の協力のもとに実施しております。資金については公

民館講座予算の活用や社会福祉協議会の支援等を得て実施しております。市が

常設するプレーパークは現時点では計画がありませんが、他の自治体の事例を参考

に今後調査、研究させていただきたいと考えております。

65 92 5 質問

(事業NO.129　プレーパーク事業)

子どもたちの遊びの必要だと言われており、プレーパークはとても大切な事業だと考える。子どもたちがいつでもどこでも楽しめ

る環境づくりとはいったい、どんな計画があるのか、具体的に掲げていただきたい。

生涯学習課

貴重なご意見ありがとうございます。社会教育関連施設等における「子どもたちがい

つでもどこでも楽しめる環境づくり」については、図書館や各地区交流センターにキッ

ズスペースを設置しており自由に利用が可能となっております。環境づくりに関する具

体的かつ明文化された計画は現時点でございません。

66 92 5 意　見

(事業NO.132　文化振興事業)

高松市では、文化会館に足を運ぶ子どもたちだけではなく、地域の子どもたちの文化体験を保障する視点を持ち、保育園

や幼稚園などへのアーティスト派遣を公費で10年間実施している。

より多くの人に文化体験をというのであれば、広報して来るのを待つだけでなく、サテライト事業を幼稚園・保育園や学校、

適応教室などで展開する必要があるだろう。

アーティストの派遣は、子どもたちの自己表現の力を培い、その力が子どもたちの思春期をより自分らしく乗り越える力とな

る。

子育て支援課(事務局) 今後、情報収集を行い、内容を十分に把握していきたいと考えます。

67 92 5 意　見

(事業NO.132　文化振興事業)

髙松市が行っている保育園等への芸術士派遣事業を検討実施すべきです。子どもにとって効果があるだけでなく、保育士

の研修・負担軽減にも貢献すると思われます。

子育て支援課(事務局) (66と同じ)

68 95 5 意　見

(事業NO.145　保育士確保事業)

広報やチラシ、窓口という方法が述べられているが、潜在保育士同士が繋がっていないことが推測される。滋賀では、「潜

在保育士の会」が定期的に学習会を開いており、そのグループが全国でも注目される事業提案をしている。飯塚市では潜

在保育士同士が横につながる場を提案する考えはあるか？

子育て支援課
現在、潜在保育士の発掘に取り組んでおりますが、学習会を開催する程の人数を

把握する状況までには至っておりません。ご意見を踏まえ今後検討していきます。

69 95 5 意　見

(事業NO.145　保育士確保事業)

説明会や諸々の相談窓口開設がされているが、保育士の正式採用、身分確保が必要。資格があるのに非正規が多い。

人的財産を活かして欲しい。

子育て支援課

保育士として働く方の中には、パートなどの短時間勤務を希望される方も中にはお

られますが、正式採用を希望される方が雇用される職場環境を整えることは必要で

あると考えますし、保育士確保につながるものと思いますので環境整備に努めていき

たいと考えます。

70 95 5 意　見

(事業NO.145　保育士確保事業)

幼稚園教諭・保育士等の人材確保のために、何が必要なのか、抱えている不安は何かを直接、現役保育士や潜在保育

士を集めてグループディスカッションやワークショップをして意見を拾う機会を設けて欲しいです。実際に、子育て支援センター

に来ていた元・保育士さんが「直接、話を聞いてくれたらいいのに、そんな場がない。アイデアや思いはたくさんあるのに…」と

言っていました。一方通行的な合同就職説明会を行うのだけではなく、みんなからアイデアを引き出して施策に反映するよう

な働きかけを望みます。

子育て支援課
頂いた意見を参考として、今後の就職合同説明会などの企画内容を検討し、保育

士確保の取組を進めていきたいと考えます。

71 95 5 意　見
(事業NO.143　民間保育サービスの活用)

円滑に活用するのも必要かもしれませんが,その前に安全性の確保等をしっかり確認すべきと考えます。
子育て支援課

保育所への入所を望まれている方へ参考として市内の届出保育施設の情報を提

供しています。届出保育施設については、県の管轄となりますが、県の指導監査に

同行し、運営状況等を把握しているところです。

72 95 5 意　見
(事業NO.145　保育士確保事業)

賃金や勤務時間など労働条件の向上を条件に市独自の手当の創設を行うべきと思います。
子育て支援課

市の独自の確保策として、私立保育所に新たに採用される市内在住の方につて

は、3年間の生活資金貸付事業を行っておりますが、研究をしていきたいと考えま

す。
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73 96 5 意　見

(事業NO.146　私立保育所運営改善事業)

「保育士の資質向上のための研修費としての助成」とのことであるが、私立保育所運営改善事業という名目で出されてい

るのであれば、保育士の研修のためには使われていないと考える。どのようなことに使われたかの確認はしているのか？

子育て支援課 研修実績報告書の提出を求め、確認の上、支出しております。

74 96 5 意　見
(事業NO.146　私立保育所運営改善事業)

研修の助成だけでなく、運営の改善のための配置基準の変更など様々な助成を行うべきと考えます。
子育て支援課 国の補助金等の活用ができないか研究し、園等に提案していきたいと考えます。

75 98 5 意　見
(事業NO.160　学力テストの実施)

学力テストは実施をやめた方が良いと思います。
学校教育課

 本市における義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、年度当初

に全児童・生徒を対象とした「学力分析テスト」を実施することが必要です。　前年

度までの学習状況を把握・分析し、飯塚市の教育施策の成果と課題を把握すると

ともにその改善を図り、各小中学校においては、児童・生徒一人一人の教育指導

の充実や学習状況の改善等に役立てるために、年度当初の「学力分析テスト」の

実施は必要不可欠になります。

この「学力分析テスト」は、各教科の目標に準拠した評価の考え方に沿った検査

で、客観的に児童・生徒一人一人の学力状況を把握することができ、全ての児童・

生徒の学力保障の実現が期待できます。

76 質問
計画が、子どものことであるならば、子育てをしているおとなにだけでなく、子どもに伝えることも必要だと考える。その手段は

何か
子育て支援課(事務局)

掲載内容を簡潔かつわかりやすく編集した計画のダイジェスト版の作成及び配布

(市HP掲載を含む)と考えます。

77 意　見

どういった方に理解してもらうかによりますが、官公庁の方以外にも読んでいただけるためには平易なダイジェスト版で、周知

をする時間が必要ではないかと考えます。A3一枚ぐらいでまとめることで、飯塚市として「みんなでつくるすべての子どもが笑

顔で暮らせるまちいいづか」を目指していることが、それぞれ関係各所に周知されます。そういった意味ではこの事業計画で

は全体的に分かりにくいと思います。

子育て支援課(事務局)
子ども・子育て支援事業計画が広く周知されるよう計画のダイジェスト版の作成につ

いて検討していくよう考えております。

78 意　見

改選前の市議会福祉文教委員会では、保育行政について各種審議した他、参考人招致を行い、保育園の代表者・近

畿大学九州短期大学の先生・研修機関の先生から意見聴取を行いました。また、保育行政についての提言書をまとめて

います。このような議会での議論や、関係団体からの要望書等についても、十分に検討して下さい。

子育て支援課(事務局)

ご意見の提言書(別添資料参照)については、すでに実施しているものもあります

が、内容によっては保護者のニーズ等も踏まえる検討する必要があると考えていま

す。それぞれのご意見について実施可能かどうか今後検討していきます。

79 意　見
児童クラブの環境(空間的)が、庄内小と飯塚東小とを比べてあまりに違うと思いました。同じ飯塚市の子どもでありながら、

いわゆる「格差」があります。「子どもの最善の利益」を考えるなら、一日も早く環境整備をするべきです。
学校教育課

施設の建設年度や利用している教室によって、環境が違っている状況はあります。

環境整備につきましては、施設改修等も考慮しながら検討していきたいと考えていま

す。
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保育行政についての提言書 

 

福祉文教委員会においては、「保育行政について」を特別調査事件と定め、これまで執行

部との協議や行政視察、また、3 名の参考人からの意見聴取や市内の保育関係者と意見交換

等を行い、待機児童解消に向けた方策を探ってきた。  

執行部においても保育士修学資金貸付金条例の制定や公立保育所における延長保育の実

施などの施策を打ち出し、保育所等への入所児童数は増加しているものの、現在も待機児童

の解消には至っていない。 

約２年間にわたる調査を終了するに当たり、福祉文教委員会として、保育施策の充実に向

け、以下のとおり提言する。 

 

１．保育の受け皿の早期整備について（量の確保）  

飯塚市の保育の受け皿整備の状況については、認可保育所・認定こども園あわせた定員総

数が３３９０人なのに対し、市内居住児童の利用人数は、今年度の４月は３３９３人、２月

は３７１５人と認定総数が定員総数を上回っている状況である。その状況の中、各園の努力

により、定員を上回る児童が入所できているものの、２月１日現在で、１０４名の待機児童

が発生している。  

この状況を、一刻も早く脱却するために、地域型保育等を含めたあらゆる手段を講じて、

充分な保育の受け皿整備を行うべきである。 

 

２．教育・保育等の提供区域について  

「子ども・子育て支援事業計画」では、保育所・認定こども園などの教育・保育等をはじ

めとした主要事業について、「市全域」を提供区域とし、量の見込みと確保の方策を定めて

いる。その結果、どんなに距離が離れていても、受入可能な保育所があれば、市の「待機児

童」の定義から外れてきた。しかし、飯塚市は１市４町が合併し面積が広く、現実的に遠方

の保育所には通園できない状況である。 

そのため現在、策定作業が進められている「子ども・子育て支援事業計画」においては、

保育所・認定こども園などの教育・保育等をはじめとした主要事業について、提供区域を「市

全域」ではなく、いくつかの地域に分割し、実態に則したものにすべきである。 

 

３．保育士の待遇改善について  

市は、保育士の待遇改善について、市独自に行っているのは、修学資金・生活資金の貸付、

就職支度金の支給など、対象は一部の保育士に限られている。しかし、他の自治体では、家

賃補助や給料の上乗せ、研修時の代替職員の人件費補助など多岐にわたっている。保育士の

待遇改善については、一義的には運営主体と国が行うべきものであるが、保育士不足と待遇

の現状等を考慮すると、市町村が独自に待遇改善を行う必要性を強く感じざるを得ない。  

よって、保育士の待遇改善については、その専門性を考慮し、他職種等との比較において

も、均衡の取れた待遇となるよう対策を講じるべきである。 

 

 

 

４．保育の質の確保・向上について  

市は、公立保育所・認定こども園において、研修への参加や休暇の取得ができるよう、国

の基準を上回る職員の配置を行い、保育の質の確保・向上に努めている。その姿勢は歓迎す

べきものであるが、他方で私立保育所に対しては、同様の基準を設けておらず、各園の経営

努力に任せている。参考人からは、「国基準はあくまで最低基準であって望ましい基準では

ない。」という指摘があったが、私立保育所との意見交換の際にも同様の意見が出された。  

子どもの安全と健やかな成長のためには、専門性の高まり等に対応した職員配置、保育士

の能力向上のための研修、経験に応じてステップアップできる職場環境が必要であるため、

保育の質の確保・向上にむけた取り組みを市が主導して行うべきである。 

 

５．多様化する保育ニーズへの対応について  

近年の保育需要の飛躍的増大と２０１９年１０月から開始される幼児教育・保育の無償化

に伴い、今後、さらに保育ニーズの多様化・深化が進んでいくと考えられる。   

この保育ニーズへの対応を早期に進めることが、子育て家庭の負担軽減に繋がり、子育て

しやすい飯塚市の実現に寄与すると思われる。   

よって、休日保育、早朝・夜間保育、病児・病後児保育といった多様化する保育ニーズに

対応できる保育の仕組みづくりに積極的に取り組むべきである。  

【資料 3 別添】 


