
令和３年度 第１回 長浜市子ども・子育て会議 会議録 

 

日 時 令和３年８月４日（水）午前１０時～午前１１時４５分 

場 所 ながはま文化福祉プラザ ２階 多目的ホール 

出席者 【委 員】西川委員、大橋委員、曽根委員、狩野委員、上﨑委員、小川委員、 

西村委員、柴田委員、高橋委員、吉井委員、山路委員、池田委員、 

宮本委員（１３人） 

    【事務局】健康福祉部長：福永、次長：横田 

幼児課   ：礒貝、冨永 

子育て支援課：元村、高岸、平塚、狩野、南部、小林 

欠席者 清水委員・長委員（２人） 

傍聴者 なし 

 

≪開会≫ 

 

事務局 

「長浜市子ども・子育て会議規則」第４条第３項の規定のとおり、委員の過半

数の出席があるので、会議が成立していることを報告します。 

 

≪開会あいさつ≫ 

～長浜市長より、開会のあいさつ～ 

 

≪委嘱状交付≫ 

 

～委員自己紹介～ 

 

～職員紹介～ 

 

～資料の確認～ 

 

市長退席 

  

【事務局】 

 本会議は新型コロナウイルスの感染予防のため会議時間を 11 時半目途させていただきま

す。どうぞご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。それでは規則第 4 条第 2 項

の規定に基づきまして、会長は会議の議長となるとありますので、ここから議事の進行を西



川会長の方にお願いしたいと思います。 

お世話になりますがよろしくお願いいたします。 

【会長】 

はい。それでは皆様、改めましてこんにちは。よろしくお願いいたします。今年度初の会

議でございます。メンバーもかなり変わりました。それぞれのお立場で忌憚のないご意見を

ちょうだいできればと思います。また限られた時間でもございますが、できる限り、ご意見

ちょうだいできればと思います。 

 どうぞご協力よろしくお願いいたします。それでは議事を進行いたします。 

①「第 2 期長浜市子ども子育て支援事業計画の進捗状況について」 事務局からご説明

お願いいたします。 

【事務局】 

資料に基づき説明。 

【会長】 

はい。事務局ありがとうございました。丁寧にご説明いただきました。それでは、皆様、

今のご説明でご意見ご質問ございましたらお願いいたします。 

私から感想と意見です。第２期計画において、資料 3 は重点施策とその項目を挙げていま

す。これはこの会議は限られた時間の中どこまでその事業が進んでいるかっていうことを

しっかりチェックしようっていうことでかなり時間をかけて選ばれた内容だったと思いま

す。 

 その意味っていうのは数値目標に終わらず、やはり質的定性的評価をしていきたい、しっ

かりとちゃんとできているかどうかっていうことをしたよねっていうことだったと思いま

す。そのあたり、非常に絞られているので、この形は良かったなっていうのが感想です。 

一点、私の意見としてなんですが、今のご報告を聞いていると、やったやったしかないんで

す。例えば、「資料 3」の 3 ページにあります、「受講率を計画 100％」で「実績 100％」で

すと、確かにコロナ禍で 100％事業をすることが難しいっていう時ではあるんですけれど

も、やった内容がどうであったか。例えば、それを受講した人、あるいは、一時預かりサー

ビスとか預かり保育をされた方の人数が増えてきたけれども、その方の要望って何なんだ

ろう。もっとどうして欲しいかっていう、そのあたりが全然見えてこないなっていう印象で

す。確かこの第２期計画はそういうところを大事にしていきたいということですから、担当

課のコメントで事業はこうでしたよっていうコメントもやっぱり数値を裏付けするように

具体的に書いているだけで、いわゆる受講した人とかいろいろなステークホルダーと言わ

れる方のいろいろな意見が全然反映されていないように思います。 

 それは本来重点施策を設けた趣旨に反するのではないかなと。やはりそのあたり、各課が

やはり 100％だけどこういうところももっと良くしていこうねっていうのが少なくともち

ょっと見えてきて欲しいなっていうのが意見です。 

 コロナ禍であるとかまだ第 2 期計画が始まってそんな時間が経っていないので、やはり



そのあたりは確認しておいた方がいいなっていうことで、意見として申し上げました。 

 それは第 1 期計画の段階からやっぱり数じゃないよねっていうことがずっと各委員さん

から出てきてたと思うんです。ずっとおられる委員さん、間違ってたら言ってください。そ

のあたりが、今日のご説明ではちょっと見えてこなかったなっていう印象です。 

これは意見です。特に事務局からの説明は必要ないですけれども、ちょっとここは考えてい

ただけたらなと思います。 

【委員】 

今、会長がおっしゃったように、「資料 5」で、業計画の成果と課題で成果が何％ってい

うそういったことだけで、課題が全然出てきていない。 

その辺のところがもう少しはっきりするといいなっていうのがあるのと、そしてもう一点

は、それぞれ説明していただいたのですが、資料の何ページの何ページって資料があちこち

飛んでしまうとわかりにくいので、もう少し、わかりやすいように工夫していただけると理

解も早まるかなっていう感想です。 

もう一点。「資料 3」ですが、就学前の児童における待機児童数、これはこれでいいかな

と思うんですが、2 人とか 3 人お子さんがいらっしゃっる方で幼稚園と保育所認定こども園

と行くところが違っちゃったよっていう話もよく聞くんですね。親御さんにとってはもの

すごい負担になってくるんですね。だから、そういった方がところにどれぐらいいらっしゃ

るのか、わかるとありがたいかなっていう気がしました。 

【会長】 

ありがとうございました。委員のご意見にもやはり課題というものを明確に出していく。

例えば、最後のご意見というかご質問になるのかな。例えば、待機児童の解消にはなってい

るけれども、行く園が別だから大変だという声がもしあるならば、この会議はそれを解消す

るためのものだと思います。 

 初めての委員さんもおられますが、これはどういうことですかっていうことでも結構で

す。先ほど説明しましたけども、「資料 5」はいろんな事業というのが計画されて、実施さ

れてるんですけど、これを会議で全部見るのはまず無理なので一番長浜市として大事にし

ていきたい、そして、これを見ればだいたい子育て支援の概要がわかるであろうというのが

重点施策と項目というところに記載されています。そこを中心に見ていきましょうという

ことでございますが、もちろん、それぞれのお立場でここは大事なところだというところも

あると思います。そのあたりについてのご意見ちょうだいできればと思います。 

いかがでしょうか。 

【委員】 

私もお二人が言われたように、お母さんたちとお父さんたちから子育て期の人からの声

がここに出てくるといいなと思っています。私も仕事として、子育て世代の方と関わること

が多いんですけど、本当にたくさんいろんな相談がありますが、みんな長浜市はすごくいい

と思ってるし感謝もすごくしています。重点施策の一時預かりサービスとか延長保育とか、



すごく好評でこれがあるから短時間だけど働けるようになったとかそういうお母さんの声

もすごくあります。この広報に載せてくださった、「資料 5」にあるこのお母さんたちに伝

えたいことをとてもわかりやすく視覚化できているっていうのも、結構お母さんたちの話

の中で話題になるので、何かそれぞれのやってくださっている事業に対してアンケートな

どをと実施して、その声の感想などを報告していただけるととってもわかりやすいかなと

思いました。 

もう一つ教えて欲しいです。「資料 5」の 4 番のファミサポのことですが、令和 2 年の事

業計画で北部地域のまかせて会員の充実とありますが、実際の数がわかったら教えて欲し

いです。 

【事務局】 

北部につきましては、ほとんど任せて会員さんがおられない状況です。 

【会長】 

はい。ありがとうございます。長浜市は本当にフットワークが軽いと思います。いろいろ

なことを先駆的にやっておられる子育て支援に関しては素晴らしい取り組みをされている

ので、その中でさらに上を目指していくっていうことご意見いただいてると思います。 

【委員】 

私も数を知りたいです。私は北部の方で放課後児童クラブの事務局支援をさせていただ

きます。 

 放課後児童クラブは先程もお話の中にありましたが、支援員さんを確保するのがすごく

難しい状況です。次年度について、私たちの放課後児童クラブも支援員さんの確保が大変難

しくてどうしていったらいいかっていうことを考えているところです。 

 長浜ファミリーサポートセンターの充実として、ファミサポのおねがい会員さん、任せて

会員として登録されてると思いますけれども、状況がすごく気になるところです。また、保

護者さんからは「利用したいわ」という声が上がると思いますし、今後、公設の児童クラブ

についても、かなりお願いしたいということで声が上がってくるかと思います。 

 地域それぞれに公設の放課後児童クラブはありますが長浜市内に均等にあるかっていう

こともちょっと考えたりします。今後、民間の放課後児童クラブとしてうまく続かなくなっ

たときに公設にお願いするようなことになってきますので、どこの地域も、平等に扱ってい

ただけるようにしていただきたいのが今の私の意見というかお願いであす。 

【事務局】 

法人として大きな事業形態の民間クラブを運営されている事業所さんもいらっしゃいま

すし、小規模という表現がいいのかは分かりませんが、例えば、地域づくり協議会さんが主

体となった小規模なクラブだったり、社会福祉協議会さんが主体となった放課後児童クラ

ブであったり、いろんな形態の民間クラブがあります。公設クラブを設置するに当たっては、

国の基準がございますので、そういったところに合致するのかの見定めも公設クラブの設

置には必要になってまいります。民間クラブさんの方でいろんな問題や課題等がありまし



たら、一緒に考えさせていただきたいと思いますので、ご相談をいただければと思います。 

【委員】 

ありがとうございます。よろしくお願いします。 

【会長】 

はい。お願いします。 

【委員】 

この支援ルームを開設されたことを、私も初めてこれを知りました。特別な配慮を要する

子ども達が増えていく中で、長浜市は、今まで発達支援センターで療育等いろいろやってこ

られていますが、このように支援ルームを開設したということは、支援を要する子がたくさ

ん増えてきているということなのでしょうか。この体制を作りましたって書いてあります

れけども、すでに運営されているということだと思うのですが、状況が、これでは見えてこ

なくて。「資料５」の 16 ページを見ると就学前のしょうがいのある子どもたちに対しての

支援をするっていうことだと思っていましたが、この支援ルームも開設しましたっていう

ことですね。「資料３」の 10 ページに、15 分から 30 分程度支援の先生と遊んでクラスに戻

って、遊びを続けるって書いてありますが、これは長浜幼稚園と北幼稚園だけのことなので

しょうか。 

 特別支援の充実をされているっていうことはすごく素晴らしいことだなとは思ったので

すが、もし、長浜幼稚園と北幼稚園だけであれば、北部の方は何もないのかなということも

思っております。 

【事務局】 

はい。ご意見ありがとうございます。支援ルームとしてはっきりとした形として今は、長

浜幼稚園と長浜北幼稚園で始めました。支援の必要な子とっていうのはどの園にももちろ

んおりまして、その子たちの支援については各園でいろんな工夫を行い進めているところ

です。 

 空き保育室がある園はそこを利用したり、ない園ではトレーニングを入れたり、リソース

ルーム的なところで休憩を図ったりとか、いろいろなところでその子のしんどさに寄り添

いながら、日常の生活が豊かになるような取り組みをさせていただいております。 

空き部屋がある長浜幼稚園と北幼稚園につきましては、専門遊具を入れながら、特別教育

支援士という資格を持ったスタッフが常駐し、コーディネーターと一緒に個別指導計画な

どを立てながら支援をしています。そして、これらの専門職員が他の園にも巡回指導に行く

という形でサポートしています。先ほど、15 分程度、支援ルームを利用すると話しました。

学校の特別支援学級というものとは違いまして、あくまで、就学前はインクルーシブという

ことでみんなが同じクラスで生活するその生活主体は自分のクラスというところです。 

今では、活動によってはしんどい思いをしている子は、そこで支援の先生の膝に乗って待

ってるという課題がありました。そのため、例えば折り紙をするにあたっても、言葉の説明

だけでは難しい場合はちょっとそこへ行って、その子に合わせたようなことをすることも



あります。その場合、その活動と全く違うようなことを 5 分 10 分して、そしてまた自分た

ちのクラスへ戻っていくっていうこともあります。内容は、それぞれによって違いますが、

あくまで主体は通常のクラスということでここを利用していくということになっておりま

す。この利用できる対象の方は、療育教室に行く子たちや、それから認定前で療育教室に行

けない子たち、保護者さんの都合で連れて行けない子もいます。認定までではないが、通常

の保育の中でしんどい思いをしているっていう子たちも含めると、およそクラスの 15％く

らいの子が何らかの個別の支援が必要ではないかということで、各園でより充実を図りた

いと考えています。子供たち一人一人のニーズに合わせたいっていうことで、こういったこ

とから取り組みを始めさせていただきました。 

【委員】 

  何人ぐらい入っていられるのですか。 

【事務局】 

支援ルームに入るということではないので、親さんのやはり承諾がないといけません。お

うちの方といろいろ相談をしながら利用をしてくっていうことです。現在、各園１４，５名

対象者がいます。 

【委員】 

はい。わかりました。ありがとうございます。 

【会長】 

ありがとうございました。各園に支援ルームの開設が始まり、これから広げて行きたいな

っていう印象は非常に強くもちました。 

【委員】 

法人で滋賀県認証の認可外の保育所を一つと長浜市さんから委託をいただいている放課

後児童クラブを３つと昨年から放課後等デイサービス障害児さんの事業もさせていただい

ている法人という立場でちょっとご質問させていただきたいと思います。 

 重点施策 1 のところの保育ルーム事業っていうのを始められたというお話が出ました。 

もちろん、長浜市さんとして空いている場所の活用っていうところもあるのかなというこ

とも思いますけれども、こういう部分に関して、先ほどもちょっとおっしゃったかもしれま

せんが、要は認可外ですね、弊社以外にもいくつかの事業者がおられるかと思いますけれど

も、そういう部分との協業というか、活用っていうのがどのように考えてらっしゃるのかな

っていうのが疑問に思いました。というのもまだまだ認可外認知が低いっていう部分と、や

っぱり幼児教育の無償化でやっぱ 0 から 2 歳のお子さん増えてはいるのですけれども、ま

だ空きもあるっていう状況でせっかくある資源なのでご活用いただけると、もっとよりよ

くなるのかなって思いました。 

 もう一つは、「資料 5」の支援サービス充実の 5 番ですが、地協さんなどでの子育て支援

事業を充実させたいということで、余呉のキッズステーションやトキッズクラブさんとか

が常設で運営されていますよね。ちょっと、今回気になったのがここにも書いてあるのです



けど、市民活動の延長で湯田のまちセンさんとかで、学童みたいなことを始められたとお聞

きしています。今後、この地域に関しては地協さんでの学童っていうものを充実させていこ

うという方向にあるのかどうなのか、市民の立場からして資源が増えることはすごくいい

ことだと思いますが、やられるのであれば、しっかり体制を整えてやっていただきたいなと

思います。今後、どのような活用を考えていらっしゃるのか教えてください。 

【会長】 

事務局いかがでしょうか。2 点あったと思います。 

【事務局】 

認可外の保育所の連携の部分についてお話させていただきます。こちらにつきましては、

所管が県っていうところもあり、地域の認可外保育所ではあるものの、市とのやりとりが薄

い状況だなというのは私の方も感じておりました。 

 今後は、保育ルームの利用だけでなく、認可外の保育所の利活用の方も検討していきたい

と考えておるところです。ただ、保護者さんの観点からいくとこのネーミングがどうしても

印象が悪いっていうところがあります。認可外という名前でしっかりとした体制がとられ

てないのじゃないのかというような誤解を生むようなネーミングになってしまってるとい

うところも一つの課題なのかなと考えております。ただ待機児童対策としましては、空きが

あるという情報もありますので、そちらとの連携も今後は考えさせていただきたいと思っ

ています。一方で今日も委員さんの立場でお越しの認可されている乳児保育園さんもおら

れますので、そちらとの兼ね合いはとしっかりと考えた上で進めさせていただきたいと思

っております。 

【事務局】 

放課後児童クラブ関係のご質問ご意見ということでお答えをさせていただきます。今お

っしゃっていただいたとおり、地域づくり協議会さんが主体となったクラブの運営を考え

ているというお話をいただいております。この 7 月の夏休み期間中から開所していただい

ている地域作り協議会さんがいらっしゃいます。 

 当初いろんな運営の仕方でご相談をいただく中で、なかなか支援員さんの確保であった

り、児童さんの確保であったり、難しいところがあります。放課後児童クラブ研修の中での

お話ではありますが、学校での課業から解放たれた子供たちをお預かりするといったこと

で、子供さんをしっかりみられるかといったところも含め、いろいろ相談させてもらいます

と、なかなか現実は厳しいかな？という思いをしていただく場面もあります。その中で試行

的に人数を 10 人と決めて、年齢層も決めて開所するといった形で試行的な運用から入って

おられるのが実情です。 

 放課後の児童さんを預かっていただくところが増えるということは、資源が増えて待機

児童の減少っていうところではありがたいところではが、支援員さんの確保の問題や各ク

ラブの運営に必要な児童数の数が分散することによって、実際の運営がうまく行くのかと

いったところを見ながら、各クラブを運用していただく中でご相談等させていただくこと



は必要だと考えております。 

【会長】 

はい。ありがとうございました。おまたせしました。 

【委員】 

時間がないときに失礼します。民間保育園のことですけれども、私どもの保育園も 20 年

前に認可外から認可を得まして、認可にしておりますので、認可外の運営の厳しさというの

は本当によくわかっております。補助金も今はとても良いですけど、20 年以上前は、ほと

んど何にもなかった状態だったので本当に厳しい状況なのはよくわかります。 

平成 12 年の 2000 年には、長浜市に 1 か所しか民間保育園はありませんでした。それか

ら 20 年が経過し、現在では全部で 13 園、100 社会福祉法人の認可保育園があります。こ

れは長浜市さんが平成 12 年に民間に待機児童を解消するために、民間に委託された政策が

ありました。その間に公立の保育園が２ヶ所閉園しておられまして、保育園を増やしても待

機が今はまだあるという状況にあります。 

また、「資料 4」1 ページの子ども子育て支援事業計画の実績の見込み量一覧と、そしてこ

の前、長浜市さんとお話させていただいたこと、また、平成 30 年に長浜市の今後のあり方

等の中で子供が減ってくる現象に対してどのように考えていくかというのをホームページ

に出されておられます。それらをもとに話をさせていただくと、令和 6 年までに幼稚園児

は甚だしく減ります。0、1、2 歳児はあんまり減らないような数になっておりますけれども、

コロナ禍で、計画見込みより 50 人減っています。 

 0、1、2 歳児の今年も保育の利用も少ないねっていう感じです。入所の申し込みの方法が

変わりましたけれども、途中入所が本当に少ないという状況になっております。 

旧市内の子供は減ってないけど、コロナでやっぱ心配で預けられないっていう親さんも、多

分、去年今年と多いのだろうと思っていますけれども、その見込みがどうかっていうことを

民間保育園 13 園は懸念しております。 

旧市内も、民間園も 13 園まで増えていますし、東京の例にありますようにいっぱい作りす

ぎて定員割れの園がいっぱいあると聞いています。 

長浜市では今は待機、待機ですけども、やっぱりこの園児の減少に伴って定員割れする状

況はみえてきています。今回は提案なのですけども、新しい課題としまして減少に向けて子

供の出産率も減っていますし、保育園に預ける 0、1、2 歳児のうち、0 歳がこの前長浜市に

お聞きしましたら、今年の 7 月の時点で 3 割ぐらいの 0 歳児を預けておられるということ

でした。利用はまだまだ少ないのですけれども、やはり自分でみられるお母さんが多いんで、

そんなにむちゃくちゃ増えていかないだろうと思われます。この辺をどう考えていくかっ

ていうのは、民間園ではわからないですし、長浜市さんの子育て政策をしっかりと、見させ

ていただいて一緒に共に考えて取り組みをしていけないかっていうことを長浜市さんに提

案したいです。 

 



【会長】 

はい。ありがとうございました。委員がお話しいただいたことはこれまでの会議でも意見

としては出ておりました。多分、第三期の事業計画ではある程度この具体化していって保育

ニーズの減少というものをどうしていくか、これは長浜市だけではないっていうのは明ら

かで全国的にそろそろ見え始めているっていうところもございますので、貴重なご意見あ

りがとうございました。 

 もう時間がきております。まだまだ意見、ご質問を受けたいのですけれども、申し訳ござ

いませんが次に進めさせていただきます。それでは「2－②その他」について事務局からご

説明お願いいたします。 

【事務局】 

資料⑦により説明。 

【会長】 

はい。ありがとうございました。あらゆるチャンネル使ってこの内容はもう周知されてい

ますよね。 

【事務局】 

はい。ホームページ、ながまるキッズのアプリ等で周知をしております。 

【会長】 

はい。ありがとうございます。何かご質問ご意見いかがでしょうか。 

【委員】 

一点は、防災無線の件です。私は市内の小学校の安全パトロールを下校時にやっているん

ですが、防災無線で子供たちが帰るときに流れる放送が 2 時 45 分か 50 分ぐらいに放送さ

れるんですね。でも、1 年生は 2 時 30 分、2 年生以上は 3 時 45 分に下校するので、防災無

線の放送時間と実際の学校の下校時間が違うなって思いながらいつも聞いています。 

確認していただいて直していただけたらありがたいかなっていうのが一点と、「資料 5」の

最後にあるグリーンベルトです。もう消えかかったりしているところもあり、最近、気にな

っています。計画にはそういったものを整備する予定がないので、道路河川課で、気をつけ

ていただけたらありがたいです。 

【会長】 

はい。ご意見として賜りますせっかくの会議でございますので、他いかがでしょうか。 

それでは長時間にわたりご意見ありがとうございました。それでは進行を事務局にお返し

いたします。委員の皆様ありがとうございました。 

【事務局】 

元村課長ですが大変申し訳ありませんが、急務が入りまして退席させていただいており

ます。ご了承いただきたいと思います。それでは、閉会に当たりまして、健康福祉部長福永

よりお礼を申し上げます。 

 



【部長】 

～閉会のあいさつ～ 

【事務局】 

ありがとうございました。 

次回ですが、10 月頃に会議を開催したいと考えております。後日改めてご案内をさせて

いただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、令和 3 年度第 1 回の子ども子育て会議を閉じさせていただきます。 

皆さんありがとうございました。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。 


