
令和４年度 第１回 長浜市子ども・子育て会議 会議録 

 

日 時 令和４年７月７日（木）１６時～１７時４５分 

場 所 長浜市役所本庁舎 ５階 ５－A会議室 

出席者 【委 員】西川委員、大橋委員、北村委員、狩野委員、上﨑委員、細江委員、 

大音委員、西村委員、長委員、山岡委員、高橋委員、吉井委員、 

白川委員、池田委員、宮本委員（１５人） 

    【事務局】健康福祉部長：鵜飼、次長：宮川 

子育て支援課：河合課長、伊吹課長代理、平塚家庭児童相談室長、森 

家庭児童相談室長代理、狩野放課後児童クラブ運営室 

長、森子育て支援係長 

幼児課   ：中島管理監兼課長、奥村参事、礒貝課長代理 

欠席者 なし 

傍聴者 なし 

 

≪開会≫ 

 

【事務局】 

これより令和 4 年度第 1 回長浜市子ども子育て会議を始めさせていただきます。本日皆

様には何かとご多用の中、本会議にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

申し遅れましたが、私、子育て支援課の課長の河合と申します。よろしくお願いいたしま

す。最初に、本会議は長浜市子ども子育て会議規則第 4 条第 3 項におきまして、委員の

過半 

数が出席しなければ会議を開くことができないとされております。 

本日会議の委員全 15 名全員のご出席をいただいておりますので、会議が成立しています

ことをご報告申しあげます。また本会議は、附属機関の会議の公開等に関する要綱に基づき

まして公開となっており、本日の傍聴者は 0 名です。 

開会にあたりまして、長浜市長浅見宣義よりご挨拶を申しあげます。 

 

≪開会あいさつ≫ 

～長浜市長より、開会のあいさつ～ 

 

≪委嘱状交付≫ 

【事務局】 

本来ですと、委員の皆様お一人お一人に委任状を手渡しさせていただきますところです

が新型コロナウイルスの感染防止、また時間の都合上、誠に失礼ながら代表の方のみという

ことで交付させていただきます。よろしくお願いいたします。では、委員を代表しまして、

西川委員、よろしくお願いいたします。 

 



他の委員の皆さんにおかれましては、机の上に置かせていただいておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

≪自己紹介≫ 

～委員自己紹介～ 

 

～事務局紹介～ 

 

（市長、別の公務の為退席） 

 

【事務局】 

それでは議事に入ります前に、まず本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 

～資料確認～ 

 

それでは議事の方に入らせていただきます。 

本会議は、新型コロナウイルス感染防止のため、会議時間を 17 時 30 分までということ

でさせていただきたいと思います。円滑な議事進行にご協力のほどをお願いいたします。 

また、発言の際はマイクを使用して発言の方をよろしくお願いしたいと思います。 

まず会長と副会長の選出を行っていただきたいと思います。 

資料２をご覧ください。長浜市子ども子育て会議規則第 3 条第 2 項に基づきまして、会

長は委員の互選と規定されております。 

皆様のご意見をいただきたいと思いますよろしくお願いいたします。 

 

【委員】 

はい。西川委員にお願いしたいと思います。 

 

【事務局】 

はい。今ほど会長を西川委員にお願いしたいというご意見いただきました。皆様どうでし

ょうか。 

はい。拍手をもって賛同ということでいただきました。 

それでは西川委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

それでは、規則第 4 条 2 項の規定に基づきまして、会長は会議の議長となることとあり

ますので、ここからの議事の進行については西川会長にお願いしたいと思います。 

西川会長にはお世話になりますがよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 



改めましてこんにちは。西川でございます。 

ご推薦いただきまして、多分それは一番長く、一番ではないのですけれども、やはりずっ

と経過を見守ってきたっていうことでメンバーの顔を見せていただきますと、長年おられ

る方と本当に新しい方がちょうど入り混じっていい感じと思っております。 

第二期の長浜市子ども子育て支援事業が令和 2 年から始まって、ちょうど先ほど市長も

ご挨拶ありましたけれども、中間見直しの年で、いろいろな事業が、しかもやはりしっかり

とその事業が長浜市のためにできているのかをチェックするつもりでいただいたというこ

とがございます。 

引き続き、それぞれの立場でやっぱり違和感をどんどん出していただけたらいいと思い

ます。声出していただいて変わらないかもしれないけれど、やはりそれが表に出てきて、そ

してみんなで考えるということを大事にしたいと思いますので、難しいこと抜きでそれぞ

れが普段感じておられることをご自身のお立場でお話いただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

それでは議事の進行いたします。時間も限られていますし、できる限り今日はちょっと密

な感じでございますので、早く終わりたいなというふうに思っておりますが、しかし大事な

内容ですので、慎重に審議を進めたいと思います。 

ではまず副会長の選任です。規則の第 3 条第 2 項に副会長は会長から指名と規定されて

いますので、指名させていただきます。大橋委員、副会長をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

それでは、議事進行いたします。 

議事の（２）第二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、事務局よろし

くお願いいたします 

 

～事務局資料説明～ 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。非常に丁寧に進捗状況をご説明いただきました。ここか

ら委員の皆様のご意見やご質問など、また、それぞれのお立場で関連するところでの質問や

意見などもお持ちしておりますので、いかがでしょうか。 

 

【委員】 

資料の 3 の 5 ページ。相談支援の部分ですが、件数の他にどのような相談が多く、また

それが解決し得るものかどうかと教えていただけるとありがたいです。 

 

【会長】 

相談の内容についてということで、今どうでしょうか。種類とかそういうことですね。 

 



【事務局】 

具体的なことはこの場でお答えできない部分もありますが、子育てに困っておられる方

の相談であったり、うまく家庭の中が回らないといった相談であったり、子育てに対する相

談が増えています。職員の相談については、若い職員がたくさんおりますので、保育につい

ての自信の無さで等、人間関係の相談が多いと捉えております。 

 

【会長】 

はい。いかがでしょうか。 

 

【委員】 

地域の方からの相談が 7 件とありますが、地域の方からも広く相談を受けられている点

で、何か具体的な例を教えていただけますでしょうか。 

 

【事務局】 

地域の方とは、例えば卒園されたお子さんが小学校に行かれてからの相談が含まれてお

ります。小学校に行かれてからの子どもの様子についての相談や地域の未就園のお子さん

で、育児の相談があれば繋げている状況です。 

 

【会長】 

はい。よろしいでしょうか。やっぱりコロナに関するものって多いですか。数値的なもの

じゃなくって、感覚的でも結構ですけれども。 

わからなければそれで結構です。はい。ありがとうございました。 

はい。今の質問ではないのですけれどもご説明を聞いていて、非常に量の数値にとらわれ

ずに、内容を丁寧にご説明いただいたという印象を受けます。 

例えば、放課後児童クラブの支援の研修 68％、多分今まででしたら頑張ります、でやっ

ておられたかもしれないのですけど、丁寧に質的な部分をご説明いただきました。また資料

5 に関しても、これ大変だったと思うのですけど、さりげなく事務局は何もおっしゃらない

のですけどもっと胸を張って言っていただいたらいいと思うのですけど。 

資料 5－1 なんか見ると 5－1 だけじゃないのですけど、全部に令和 3 年度の成果および

課題っていうのを文章化されている。ですから数値が 100％で良かったではなくって数値の

100％でもやっぱり悪いところや課題も成果を出していただいているのは今年度からです

よね。 

そうですね。はい。大変素晴らしいなと。数値だけで研修 100％で良かったね、じゃなく

て、その研修内容がどうかっていうことを常に委員の皆さんが言っておられたところを反

映されたっていうところに事務局に対し大変敬意を表したいと思います。ありがとうござ

います。そのあたりが何かこう感じられたのが嬉しかった。 

皆さん、ご意見等はいかがでしょうか。 



 

【委員】 

Ａ3 資料の NO.50 ですね。放課後児童クラブの件ですが、ここで一番右の令和 4 年度事

業計画で書いてあるのですが、2,177 と書いてある数字の見方を教えて欲しいだけなのです

が。資料 4 の放課後児童クラブで令和 3 年度に 1,221 なったのもので、令和 3 年度が 2,221

で令和 4 年度がちょっと増えて 2,277 の予定をしていますよっていう、その見方でそうい

ういいのですね。 

 

【事務局】 

はい。 

 

【委員】 

それと、先ほどグリーンベルト。去年の意見をきちっと言っていただいて、それで 2 点。

担当課に言ってほしいのですが、グリーンベルトがあるところで古くなって消えていると

こがある。こう言った調査をしていただいているかっていうことが 1 点と、そして 2 点目

は、今テレビで盛んに事故があるって言っていますが、キッズゾーンの設置っていうのが結

構ね、学校の近くの交差点で出ているのですけど、ああいったものの計画もしていただいて

いるかっていうね。それを担当課に言っておいてほしいなって気もします。 

それと、すいませんもう一点だけ。予算の令和 4 年度の事業計画も、予算の単位の見方な

のですね。資料 5 の NO.117、118、219 等、1 円単位まで書いてあるものと、千円単位で終

わっているものとあり、どういった見方をしたらいいですか。 

 

【事務局】 

金額の単位が課によってまちまちでして、大変申し訳ございません。 

来年度は統一した形にしようと思います。それとグリーンベルトと、キッズゾーンの関係

につきましては、次回の会議時のときにご回答させていただきます。 

 

【委員】 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。数値はなかなか部局によって揃いにくいですけれども。

はい。ありがとうございます。他いかがでしょうか。はい。ではどうぞ。 

 

【委員】 

先ほど会長おっしゃられました資料 5 のことについてなんですけども、この立場からお

こがましいのですが、冒頭の説明で、この計画は数値的な評価ではなくて実績評価で評価し



ていくっていうふうにおっしゃられた中で、この中で令和 3 年度の総合評価Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄ・Ｅ順番に書いてあるんですけども、この評価自体は、基本的には数字の評価、あと質的

な評価とどっちかなというのがありまして、内容を見ていますと、例えば、今ほど別の委員

が言われた 50 番の放課後児童クラブですと、待機児童の解消に努めるというのがここでの

計画になっていて、計画はゼロで待機児童はいなくなったんですけど、Ｂになっています。

Ｂの理由は目指せた数値で書いてあるのかなと思うので、もしあれだったらもっともっと

全体的にしっかりできているのだけれども、何か遠慮しておられるといいますか、もっと高

評価といいますか、遠慮なく評価をされた方がいいのかなというふうに思いまして。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございます。数値にこだわらずに、やはり総合的に評価していったらど

うかっていうご意見にもなると思うのですが、事務局いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

どうしても担当課での評価になっており、その課の判断指標として数字なのか、それか実

際の質なのか、そこら辺の評価がやはり統一されてないというところが、課題と認識はして

おりますが、その評価の統一が難しいなとは事務局は考えております。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございます。確かに難しいですねこれは。はい。ご意見ありがとうござ

いました。はい。それではいかがでしょうか。はい。ではお願いします。 

 

【委員】 

ありがとうございます。ちょっと私自身お困り事をお聞きしたので伺いたいなと思った

のですが、自治会にあるその児童公園の補助制度について私もちょっと勉強不足なので教

えていただきたいのですけど。その補助制度はどういった内容のことで、その方の話ですと、

年度早々に申請はしたけど、もう予算がないから申請できなかったっていう趣旨だったの

ですけど、今年度の申請の状況がどんな感じなのかっていうのがもし今わかれば、教えてい

ただきたいです。 

 

【会長】 

児童公園はどこが担当なのでしょうか。 

 

【事務局】 

児童公園の補助制度について説明をさせていただきます。こちら補助制度とは自治会の

方で管理されております児童遊園の遊具また設備とか修繕にかかった経費に対して、補助

をしているものであります。対象経費の 3 分の 2、新設の遊具につきましては上限が 30 万。



新設以外ですと、例えばフェンスを修繕した、遊具を撤去した場合、上限 15 万円といった

制度となっているところです。 

例年、当初予算におきましては、前年度の自治会からお問い合わせの相談件数等を考慮し

まして、予算編成をしており、毎年増額をしてきたところですが、今年度につきましては想

定を超える申請がありまして、年度早々に予算が上回ったというような状況でございます。

その背景としましては、コロナ禍の中で、長期化している状況のなかで遠方まで行くのはち

ょっと遠慮して、近くの公園に行きたいというようなニーズが増えている、また自治会の中

でコロナ禍になって当初予定していた自治会イベントがなかなかできなくて、近くの自治

会にある公園の遊具を新設し、また修繕をしようというふうなことに自治会予算をあてら

れまして、申請件数が増えたものと考えております。 

 

【委員】 

以前いただいたこの計画書の中にもいろいろなアンケート結果が書いてあって、21 ペー

ジのところにも、長浜市の子育て環境がどんなふうになっていったらいいか、さらに充実で

きたらいいかっていうのが書いてあるのですけど。 

それの一番が公園とかの遊び場の整備ということが、大分多くの数字で書いてありまし

た。お母さんたちと話していても、さっき事務局さんが言われたように、コロナ禍で遠くに

は行けないけど、でもお家の中で遊ぶことに限界があって、本当に歩いてとか自転車で行け

るような距離の公園で、すごくよく使うようになったという声は、お母さんたちからも聞い

ているので、4 月でたくさん申請がきて予算を更に組むというのは難しいかもしれませんが、

今年度、他の自治会さんも多分すごく多く希望していると思うので、可能であれば予算とい

うものをとっていただけたらなっていうのと、その時の話の中で遊具ってすごく高いとい

うことを知って、やっぱり上限の額、補助するお金が令和 4 年までは 30 万円っていうとこ

ろだったのですが、なかなか本当に難しいことだと思うのですけど、何とかその 30 万円と

いうのを継続して、来年度以降もやっていただけたらいいなというふうに思います。 

 

【会長】 

継続と補正予算という意見です。 

 

【事務局】 

説明の方が一点漏れておりまして、遊具の新設 30 万円というものは平成 30 年から令和

4 年今年度までの 5 年間だけの重点的に支援しようというような市の政策のもとにおいて

の額でありまして、今のところ来年度以降はどれだけが新設の補助金額になるかは未定と

なっているところでございます。 

児童公園というものは、子どもだけが使うものでなくって、防災の避難場所とかも使われ

ますし、自治会の高齢者の方とかが使われるコミュニティの場所ということにもなってお

り、非常に重要な施設と認識しているところでございます。市民や自治会、本会議の委員か



らのご意見をしっかり受けとめまして、限られた財源の中で予算確保に努めていきたいと

考えております。 

 

【事務局】 

はい。ありがとうございました。他、よろしいでしょうか。はい。お願いします。 

 

【委員】 

2 点質問させていただきたいと思います。保育サービス等の充実の項目で、保育所等の整

備と地域型保育事業について「実施せず」という結果になっています。 

これは、長浜市の様々な方が待機児童の解消に努められてきた結果と私は思っています。

「実施せず」ということですが、決してマイナスなことではないと思いますが、今後の見通

しを教えていただきたい。そもそも地域にそういうニーズが無くなっているというふうに

考えていらっしゃるのか、地域型保育事業への参入のハードルが高いと考えていらっしゃ

るのかどちらか教えていただきたい。 

また、先ほどの無資格の方の園での採用など、素晴らしい試みだなというふうに思ってい

ますが、こういう新しい試み等の告知方法に関しては、現在どういう媒体等で行われている

か教えていただきたい。 

 

【会長】 

はい。2 点、事務局お願いします。 

 

【事務局】 

先に地域型保育事業についてご説明させていただきます。小規模保育事業についての問

い合わせ等はありますが、実際、市の意向を聞くだけで具体的に開設したいという相談がな

かったため、今回の評価としては資料の表記にさせていただいております。ただ今後は、待

機児童がいる状況のため、その対策として他の事業も含めまして対応していきたいと考え

ております。 

 

【事務局】 

保育アシスタントの件ですが、保育の中に入っていただくというよりは、保育士が保育に

専念できるよう、その他の部分、例えば給食の配膳等の準備などの業務をお願いしています。 

広報としましては、ホームページやハローワークを通じて周知しております。今も 3 名

を募集しております。 

 

【会長】 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。ではどうぞ。 

 



【委員】 

民間保育園の園長をしております。この件に関連してですが、公立は保育士アシスタント、

民間は保育補助者で無資格の方に来ていただいています。その背景に、保育士をめざす学生

が大変少なくなっておりまして、保育士だけでは園の運営ができないような状態になって

しまいました。保育士の仕事の下準備や給食の準備、昼寝の布団敷きなど、保育に直接関わ

らないことをしていただいております。このような場面について、保育補助の方をうまく採

用させていただいているところです。 

新人の保育士が少ない中ですので、令和 6 年度採用者まで、市の保育士対策の補助金を

延長していただいたことは、大変助かります。全体的に保育士が減っているという現状です

が、子ども減っているからいいのではと、世間から言われますが、平成 30 年から保育の指

針や教育要領が大きく変わり、0、1、2 歳児のうちに自立心や自尊感情を育てていくように

示され、その時期にしっかりと保育をすることが将来、自信を持った大人に育つことにつな

がる。そのためには、保育士がたくさん必要となります。そういうことでは、幼児課さんに

は、いろいろな補助金をいただいていますが、今後も引き続きお願いしたいと思っています。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。子どもの数は減少しても 0、1、2 歳児の保育の充実とい

うのが、保育所保育指針改定の目玉になっておりますので、その辺りで質の向上ということ

で、引き続きというご意見でございました。ありがとうございました。 

 

【委員】 

初めに教育のプロではございませんので、的外れな意見でしたら申し訳ありませんが、学

校教育の充実というところで、5-2 の資料の 69 番あたりから始まる部分で、学校教育の充

実の部分について、学力テストでは、長浜市の順位というのはかなり下の方だという認識で

はいますけれども、今後の計画の中に、学力を向上させるための項目が見受けられません。 

学力の低下というのは、人口減少の要因になるのではないかなと思いますが、市長も学校

教育の充実をしたいということをおっしゃっておられたと思います。 

市長も変わられたということもありますが、計画自体はそこまで大きくは変わっていな

いというふうに見受けられます。そのようなことは、ここで書くようなことではないのかど

うかも含めて、学力の向上について、どのように考えておられるのかお聞きかせください。 

 

【会長】 

はい。ご質問は学力の向上に関してということでこの事業計画は令和 2 年度から始まっ

ているものですので、その段階で制定されたものということでございますが、学力向上にか

かわって何か事務局からお願いします。 

 

【事務局】 



学力向上につきましては、所管が教育委員会の教育指導課というところで実施をしてお

ります。本日、本会議に出席しておりませんので、詳しいところはお答えしかねますが、市

長も公約の中で 3 年以内に学力向上することを掲げられており、それを受けて教育委員会

一丸となり取り組む中で、プロジェクトチームを作りまして、進めているところでございま

す。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございます。プロジェクトチームを作られたのですね。はい。ありがと

うございました。はい。どうぞ事務局。 

 

【事務局】 

教育委員会の方で教育振興基本計画というものがありまして、そちらの方には学力向上

に向けた施策が入ってくると思います。昨年策定したところですので、まだそこの改定には

至ってないと思うのですけれども、今後また見直しされたりする中で、そこにはしっかりと

盛り込まれてくるのかなというふうに考えております。 

子ども子育て支援事業計画の中に、そういうことが具体的に上がっているのかどうかっ

ていうのはまた教育委員会とも協議しながら、子育て支援として何か学力向上に向けた何

かができるのかといったようなことについても、併せて検討していくことになるかなとい

うふうに考えております。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。今の事務局のご回答からも、いろいろなチャンネルで学

力向上は動いていると。その中で子育て支援事業の中で何ができるかという一つの施策で

あるということで、これ 1 本ではないということがよくわかります。 

いかがでしょう、委員。 

 

【委員】 

はい。ありがとうございます。またぜひ方々からご検討いただいて、教育委員会任せとか

そういう感じではなくてできるところで、皆さんでやっていただければいいのかなと思い

ますね。是非よろしくお願いします。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。ではもう 17 時半という時間になりましたけれどもいか

がでしょうか。はい。ではお願いします。 

 

【委員】 



先ほど出た意見に加えて、保護者としましても、民間園に対する市の補助金等のご支援を

いただいております。コロナ禍で本当に園の先生の方には、苦労して園運営をされているこ

とは、保護者としてもわかりますし、いろんな工夫をしていただいて、すごく感謝しており

ます。民間園の運営補助等の支援のことについて出ておりましたが、ぜひとも継続していた

だきたい。補助により保育士等の人材を確保されるからこそ、保育に集中できると思います

ので、ぜひとも保護者の立場としましても、補助金等の支援は継続していただきたいと思い

ます。子ども達が、園で保育士さんから丁寧な保育を受けているということは、保護者とし

まして本当に身に染みて感じておりますので、よろしくお願いします。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。 

 

【委員】 

預かり保育の全公立幼稚園のことについてお尋ねします。預かり保育を幼稚園公立幼稚

園がされるということで、幼稚園の先生のご負担も多々あるかと思います。現場の先生方の

負担はどのような状況であるかということ、保育アシスタントや保育補助者というものが

保育園等では配置がある中で、幼稚園等ではどのような状況になっているのかお聞かせく

ださい。 

 

【会長】 

はい。復唱いたしません。事務局いかがでしょうか。現場のご負担を軽減していきたいと

いう思いだと思うのですが、今のご意見はいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

まず幼稚園の預かり保育事業ですが、待機児童対策として、令和 2 年度から実施をさせ

ていただいおり、本来であれば幼稚園は 2 時には降園ということになりますが、それ以降

の時間について延長保育を実施していることになります。その事業を実施するにあたり、新

たに保育士を配置しております。 

職員に負担がかかりますと、園で働くことに悪いイメージを持たれ、就労希望者が減る悪

循環となりますので、負担軽減のために職員の増員をしております。 

 

【事務局】 

保育アシスタントにつきましては、今年度より導入れさせていただきました。0 から 2 歳

児の園児の保育補助を主な役割としております。現場は大変助かっているという声もたく

さんあります。そのため、保育士等の応募が少ない中、少しでも職場の負担軽減につなげる

ことができるよう、保育アシスタントの活躍の場を増やしていくことも検討していきたい

と思っております。 



 

【会長】 

はい。ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 

【委員】 

資料 3 の重点対策 1 のところで待機児童が、現在 15 人おられるとお伺いしました。待機

児童の解消の対策として、保育ルーム事業をされ、現在 9 名の乳児さんがいらっしゃると

のことですが、この保育ルーム事業は、通常の保育園のような形で見てもらうことが可能な

事業なのでしょうか。 

 

【会長】 

では事務局お願いします。 

 

【事務局】 

こちらの事業は、月曜日から土曜日まで、朝 8 時から 17 時 30 分の間、開園させていた

だいています。入園後は、毎日通っていただけます。待機児童の方が通園されており、認可

の保育所の方に決まるまでの間、保育ルームに通園されている方もおられます。また、年度

末まで 1 年間入っていただいているような方もおられます。一時的に預かるようなサービ

スではなく、長期間預からせていただくというような状況での事業となっております。 

 

【委員】 

私達の会社では女性の方、育休取得して復帰して皆さん働かれています。育休が１年しか

とれないですが、その後、復帰するときに自分が入れたい保育園は、非常に人気があると 4

月入園しか受けてもらえない状況です。そのため、1 年待たずに４月のお子さん 10 ヶ月の

時に、復帰されることが結構あります。もしそういうことを防いでいくには、この保育ルー

ムを私達の会社で案内できればと思いましたので、ご質問しました。ありがとうございます。 

 

【会長】 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。ではどうぞ。 

 

【委員】 

すいません。社会福祉協議会の立場から 1 点ご報告をさせていただきたいと思います。

資料 3 番の 5 ページ目の重点施策 3、子供の育ちを応援する地域づくり、項目 1 の子育て

支援関連団体の登録数でございます。 

確かにこの中の情勢の中、子育て支援の団体数は減ってきてはいるのですけども、ご報告

させていただきたいのが、この支援事業計画の冒頭にもありますとおり、子どもの貧困です

とか、また新型コロナにおける生活支援と生活困窮者の支援に対する子ども食堂であった



り、トワイライトステイであったりというふうな取り組みについては、何とか工夫をしなが

ら、活動の維持、また新たに活動を始められているというふうな団体がありまして、地域の

まず社会への適用力というか、地域でみんなを支えようというふうな活動があるというふ

うなことを報告させていただきたいと思います。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。今おっしゃった内容で私もちょっと思っていたことがあ

るのですけれども、本当に多様化している中で、地域の根ざした団体っていうのはすごく大

事だと思います。例えば、他の市町の子ども子育て会議ではやはりヤングケアラーの問題が

今かなり出てきています。ここの会議ではあまり出ないのですけど、他のところでは絶対長

浜市やっておられると思いますが。そういった支援も、視野に入れていかないと駄目だって

いうところで、団体が減っているけど頑張っておられるっていうところは非常に力強いで

すけれども、もうこれ以上、団体が減っていかないようなやっぱり支援が私は必要かなと。 

これだけはちょっと申しあげたいなというふうに思っておりました。ちょうどそこを言

っていただいたので、重ねて意見として述べさせていただきます。 

はい。いかがでしょうか。もうちょっと時間が過ぎているので、では次の方まだ議題も残

っておりますのでよろしいでしょうか。 

次に進ませていただきます。それでは、（3）第二期長浜市子ども子育て支援事業計画の

中間見直しについて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

資料の事前配布をしているのに関わらず、事務局の説明が長く、申し訳ございません。資

料 7 の説明をさせていただきます。今年度、第 2 期計画の中間年ということで簡単に申し

ますと、今年度以降、保育園、幼稚園、認定こども園、放課後児童クラブ等の実績に対し、

それが計画値とどれくらい乖離していのるか、そして、それを踏まえてニーズ量を算出し、

数値の見直しを行うことになります。 

次回、会議時に今後のニーズ量をお示しさせていただきたいと思っております。資料７の

一番下に本年度のスケジュールを記載しております。今年度 10 月に 2 回目の会議を予定し

ております。見直した計画は、パブリックコメントを行い、ご意見を踏まえ見直し作業を終

え、2 月に見直し作業後の計画を県に提出する、という一連の流れとなっております。委員

の皆様には今年度は、あと 2 回、会議でご協力いただきたいと考えております。 

裏面をご覧いただきたいと思います。長浜市における年齢 5 歳階級別の人口見通しとな

っております。下の棒グラフが 0 歳～19 歳までをピックアップした平成 27 年から令和 8

年までの推測値となっています。参考に記載しております。資料の説明は以上です。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。何かご質問はございますか。はい。ではどうぞ。 



 

【委員】 

最後、5 歳の人口の見通しですね。そこで、参考的に世帯数。もう以前からされているの

ですが、新興住宅ローンもできているでしょ。それで、古い親と別居していくっていうのが

増えてきているわけですよね。だから人口の推移と世帯数の推移というのが、生産人口に繋

がってくるので、一つの計算に増やそうとしたら乳幼児からの子育てのそういった環境を

作らなきゃいけないっていうのがあるのでその辺のところを簡単に出てくるはずですから、

記載していただいたら非常にありがたいなと思います。 

 

【会長】 

宿題というか、事務局検討いただけますでしょうか。 

私から質問ですけど、数値の見直しっていうのはよくわかるのですが、例えばさっきのア

プリのインストール数を閲覧数に変えよう、とかそういう指標の変更もできるっていうこ

とですか、中間見直しは。 

 

【事務局】 

はい、それにその見直しの方は行わないとなっております。 

次回、第 3 期の時に変えていきたいというのはあります。 

 

【会長】 

はい。わかりました。もう指標とかはもう根幹にかかわる部分なので変えないけれども、

次の機会に変えていったらどうかっていうことですね。先ほどのお話は、あくまでもその数

値の見直しをしていくというところでよろしいですか。 

 

【事務局】 

はい。その通りです。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

数値の見直しをしていくというところであります。はい。それでは、その他何か全体を通

してございますか。 

事務局には、大変丁寧に説明していただいたっていうことで、決して時間が伸びたという

ことではないと思います。ありがとうございます。必要な時間だったと思います。それでは、

長時間にわたりましてご意見いただきましてありがとうございました。進行の方事務局の

方にお返しいたします。 

 

【事務局】 



会長また副会長、委員の皆様ありがとうございました。 

それでは閉会にあたりまして、健康福祉部長の鵜飼よりお礼を一言申し上げます。 

 

【部長】 

～閉会のあいさつ～ 

 

【事務局】 

次回は 10 月頃に開催をしたいと考えております。後日また改めましてご案内させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、令和 4 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。

ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。 

 

≪閉会≫ 

 


