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令和元年度第４回仙台市子ども・子育て会議会議録 

 

１ 日時 令和２年２月３日（月）14：00～16：20 

 

２ 会場 仙台商工会議所７階大会議室 

 

３ 委員出席数 委員数 24名 

  出席委員 18名，欠席委員 6名 

（１） 出席委員 飯島典子委員，井口詩乃委員，伊藤恵子委員，小林純子委員， 

小林良子委員，佐藤亜矢子委員，佐藤哲也委員，塩野悦子委員， 

重原達也委員，千葉貴和子委員，土倉相委員，土合真紀子委員， 

中坪千代委員，平山乾悦委員，本郷一夫委員，三浦じゅん委員， 

吉岡弘宗委員，吉田浩委員 

 （２）欠席委員 神谷哲司委員，今野彩子委員，斎藤葵委員， 

鈴木謙一委員，中嶋嘉津子委員， 村田祐二委員 

４ 会議録署名委員 佐藤亜矢子委員，三浦じゅん委員 

 

５ 議 事 

（１）報告事項 

   「仙台市すこやか子育てプラン 2020」中間案に関するパブリックコメントの実施結果について  

（２）協議事項 

「仙台市すこやか子育てプラン 2020」最終案について 

                                         

議事要旨 

１ 開会 

２ 議 事 

（１）報告事項 

「仙台市すこやか子育てプラン 2020」中間案に関するパブリックコメントの実施結果について  

 資料１-１及び資料１-２に基づき，総務課長が説明。 

 

（２）協議事項 

「仙台市すこやか子育てプラン 2020」最終案について 

 資料２及び資料３に基づき，総務課長が説明。 

 

（質疑応答） 
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塩野悦子委員 

 25ページである。２番目の網かけの部分だが，全ての子育て家庭が子育てにおいて孤立せ

ず，子育ての負担感を軽減しとあるが，子育て家庭が軽減するのか。やはり行政が軽減する

ものと思ったので，ここら辺はニュアンスをもう一度ご検討いただければと思う。 

 

総務課長 

 行政あるいは地域といったような主体が子育て家庭への負担感を軽減するという意味なの

で表現は精査したい。 

 

三浦じゅん委員 

 資料２の 54ページの 177番，養育費の確保に関する支援の推進というところに養育費保証

契約に係る保証料を助成するという記載があるが，他都市の実績や利用状況はどのようなの

かというところと，業者の選定などはどのように考えているのか教えていただきたい。 

 

子供家庭支援課長 

 モデルとしているのは大阪市の事業であり，養育費の受取人が保証会社と保証契約を結び，

その後保証料を仙台市側が助成するという形で考えていた。 

 大阪市の実績などを確認してみると，大阪市は 31年度から今年度 10月末現在までで４件

ほど。これを踏まえ，本市は初年度ということもあり 20件程度の予算枠ということで今議会

に提案しようと考えていた。 

 

三浦じゅん委員 

 例えば 0 歳の子ども，18 歳，20 歳，22 歳などの周期まで確実に仙台市のほうで保証料を

助成していただけるということなのか。 

 

子供家庭支援課長 

 明石市，大阪市いずれも保証の助成対象としては，その保証契約の初年度の部分というこ

とであり，保証料の金額は養育費の額の一月分など，そのような形でスキームが組まれてい

るところである。 

 参入している保証会社が全国でも数社しかなく，大体同じようなスキームでやっていると

いうところである。 

 

三浦じゅん委員 

 養育費というのは，初年度は割と支払われる傾向にあると考えており，しばらくたってか

らフェードアウトしていく方が多いような印象である。そうすると，初年度に助成されても

次年度更新するに当たっての保証料は自己負担あるいはそれで契約終了ということになると，
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どれだけこの効果があるのかというところが疑問である。 

 

子供家庭支援課長 

 本市の養育費をめぐる問題を考えたときに，受け取りの履行を確実にするという点ももち

ろんだが，その前に養育費を受け取る部分の取り決め率が低いという問題がある。 

 この保証契約に保証料額の助成をするという形で考えている背景として，まず養育費の受

け取りの取り決め，公正証書などの文書による取り決めの向上も目指していきたいというと

ころがある。 

 

三浦じゅん委員 

 この養育費保証契約に係る保証料の助成というのは，養育費の権利者にとって取り決めを

するというインセンティブを上げるのがメインの目的だということでよろしいか。 

 

子供家庭支援課長 

 現状ではそのような形で考えている。 

 

吉岡弘宗委員 

 パブリックコメントについて，当初はどれぐらいのコメントを考えていたのか。５団体と

いうのは何の団体なのか。 

あと，32ページの認定こども園の普及を図るという事業展開についてだが，具体的にはど

の部分を言っているのか。認定こども園にするように啓蒙していくというような部分という

のは，幼稚園が置かれていくような形になってしまうのかと気になっている。１号，２号，

３号についてはもっと大きな問題がその中に含まれてくる。その辺を回答していただきたい。 

 

総務課長 

 パブリックコメントの見込みについてだが，前回が意見の数として百件弱なので，前回並

みにとは考えていた。それから団体だが，子育て支援に関わっているＮＰＯなど，そういう

団体ということでご認識いただければと思う。 

 

環境整備課長 

 認定こども園についてはそれぞれ運営形態があり，各法人によって移行するメリット，デ

メリットがある。移行した認定こども園に聞いたところによると経営が安定したというご意

見もある一方で，事業が煩雑化したというご意見もいただいている。 

 各施設の意向を第一に尊重し，個別に相談対応に当たっていきながら，認定こども園に移

行したい法人については勧めていきたいと考えているところである。 
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認定給付課長 

 １号，２号，３号の考え方だが，幼児教育の無償化が始まり，１号の利用者の方でも保育

の必要性がある方については新２号という形で認定を受けると，預かり保育を利用した場合

にある程度まで無償になることがあるということで，今現在認定こども園については１号，

２号，３号，新２号の方が混在していて，煩雑な事業になっていることもある。 

 その辺もまず現状の状況等を確認しながら，本市としてどのような支援ができるのかにつ

いて検討してまいりたいと考えている。 

 

吉岡弘宗委員 

 例えばフッ化物洗口の実施や病原性大腸菌の実施にあたったりした場合に，１号，２号，

３号全てが補助金の対象となるのか。病原性大腸菌の部分もフッ化物洗口の部分にしても，

物差しが違っている。認定こども園でのそういう部分について仙台市はどう考えるのか。 

 

幼稚園担当課長 

 私どももその点は認識しており，教育の子どもであっても保育の子どもであっても同様の

支援ということで，補助の制度についてはできるだけ合わせていく形をとっている。認定こ

ども園についても１号の子と２号の子で対象となる補助金が違うということがないように今

後とも補助制度の検証を行っていきたいと考えている。 

 

小林純子委員 

先月に子ども関係の団体が集まって県も市もパブリックコメントをやったということを踏

まえて話したときに，やはり遊びの部分の記入が少ないといったことを今回取り上げていた

だいてよかったと思っている。 

 もう１つ話題になったのは，子どもの権利についての表現が少し薄いのではないかところ

である。子どもが自分の権利に気がついてそれをもっと強めるとか，その辺をもう少し力を

入れていかないと予防につながらないのではないかという話が出た。 

 市民の方たちも見るものなので，例えば 24ページの理念のところで大きな題目の下に２行

目，「子どもの幸せを第一に考え，その最善の利益ということが常に尊重される」，ここに子

どもの人権が守られるとか子どもの権利とか，その一言を入れていただいた上で子どもの権

利条約とか児童福祉法について表記していただきたいと思う。 

 それともう１つ，35 ページ，「地域を挙げて子ども・子育てを応援していく機運の醸成」

のところに，「子どもの権利に係る意識の啓発を図っていくとともに」という言葉が入ってい

るので，これを 25ページの「地域社会で子どもの育ちと子育てを応援していく環境づくり」

の四角の中の文言に移していただきたいと思う。 

 ほかにも子どものことで最善の利益というのは各所に出てくるので，そこにぜひ子どもの

権利を守るという表記があるといいと思っている。 
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 人権教育の推進というところではどのような施策があるのかと思って質問させていただい

たところ，37ページ，15番の教育センターのほうで人権教育の推進というものをしている。

こちらは子どもたちへの教育と教職員向けの研修をしているということがわかった。 

 もう 1つは 74ページ，子どもの権利に関する意識啓発として 371番，これは総務課でパン

フレットを中学生の保護者に配っているということがわかったが，子どもが自分で自分の権

利に気づく，その活動が表現としては出ていないので，そこを入れていただければと思う。 

 児童相談所も一時保護所がいっぱいで，倍ぐらいのお子さんが保護状態でいるということ

が指摘されていたが，予防としてやはり市民の皆さんが通報してくださったり，気がかりな

子どもに声をかけてくださったり，そういうところで減らしていかないと幾ら受け皿をたく

さんつくってもなかなか難しいのではないかと思うので，ぜひ子どもの権利というところを

どこかきちんと位置づけていただけるとありがたいと思う。 

 

総務課長 

 子どもの権利の表現が薄いというご指摘だが，そこは検討させていただければと思う。 

 それから，パブリックコメントでも，子ども自身が気づく，子どもの意見，子ども自身が

声を上げる，そういったものをどう吸い上げていくかというご意見をいただいているが，ま

ずは我々としては切れ目ない子育て支援であったり児童虐待の防止であったり，あるいは子

どもの貧困対策など，具体性や実効性のある取り組みを１つでも多く積み上げていくという

のが大事だと思っており，その取り組みの中で市役所だけではなく教育委員会も含めてプラ

ン推進の中で考えていき，その辺の広報や取り組みの成果はこの子ども・子育て会議の場で

ご報告をさせていただければと思う。 

 

本郷一夫会長 

 全て書き込むのはなかなか難しいので，最初の部分で何かその辺がわかるような形でご検

討いただければと思う。 

 

吉田浩委員 

 行政計画という観点から申し上げたいのだが，計画書の３ページの「４ 計画の推進」のと

ころに，場合によっては計画の見直しを実施するということが書いてあるが，これに対応し

た部分が後ろのほうにはどこかあるのか。 

 つまり，「４ 計画の推進」の文言はこのすこやか子育てプラン 2020の中に入っているもの

なのか，別途別のこととして取り組むことになっているのか。入っているのだったらすこや

か子育てプランの計画の実施と推進という項目でつけてほしいと思うし，別のところだとい

うことであればこの子ども・子育て会議条例というものが後ろのほうについてあるが，ここ

ではプランの推進等をさらにするということも書いていないし，これが実効性を持つという

意味でとても大事な側面だと思うので，ここをどのように担保していく計画であるのかとい
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うことを，ご説明いただきたい。そうでなければ最終案までにご検討いただきたいと思う。 

 

総務課長 

 この子ども・子育て会議において，基本的にはこのプランに位置づけた事業計画も含めて

全て実績は逐一ご報告をして，そこでご了承を得た中身を市のホームページで公開する。そ

の辺の流れは基本的には現行プランと同様と考えている。 

 これは子ども・子育て会議そのものが子ども・子育て支援法という国の法律に基づく機関

なので，基本的にはそこでご報告するということは，この計画の実効性を担保していくとい

うことで従来同様踏まえている。市民にわかりやすくするため，一つ一つの事業の成果が子

どもたちの環境にとってどう影響するのか。その点については，次期のプランの中で工夫を

していきたいと考えている。 

 

吉田浩委員 

 ぜひその部分をお願いしたいが，例えば，生きる力を育むというところで，力が日々どの

ぐらい育まれたのかを，場合によっては何らかの調査をしなければいけないということが生

じると思う。待機児童の数とかは行政統計の中で把握できると思うが，そのための調査や予

算とかも必要になってくることもあるかと思うので，しっかり計画の進捗状況の確認のため

のものを最後のところには留意して書いていただきたいと思う。 

 

本郷一夫会長 

子ども・子育て会議はこの計画の進捗状況の管理等，あとは見込み量の大幅な変更等の実

情があったときに新たな計画の見直しについての議論もこの場においても行うという法律上

の位置づけになっているのだと思う。その辺をもう少し厳格にというようなご指摘であった。 

 

千葉貴和子委員 

 29ページの②の遊びの環境の充実について質問と感想だが，ここにある成長にとって遊び

の持つ重要性を再認識と言われても，普通生活している人間にとってはなかなか生まれてこ

ないと思うので，遊びが大切なのだというＰＲがこれからすごく大事なのではないかと思う。 

 それと，環境整備とあるが，うちの前にも公園があり，前は子どもたちが群れて遊んでい

たのだが，今はなかなかそこで遊べていない。だから，そういうところで遊びの大切さのＰ

Ｒや公園などの環境整備が必要だ。その続きになるが，遊び場としての活用策の調査研究な

ど，子どもの遊びの環境の充実に向けた取り組みを推進するとあるが，この辺の具体的なも

のがあれば，教えてほしい。 

 

総務課長 

 子どもの健やかな育ちにとって，遊びの重要性をＰＲしていく必要はある。先ほど調査研
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究の中でこういうことをやっていきたいという話をしたが，そういう公園の利活用の状況や

子どもの遊び場にとってどういう環境，あるいは保護者にとって何が不満だとか，そういう

ニーズを丁寧に拾っていくことを考えている。 

 

土合真紀子委員 

 31 ページの（２）の③の子育てに関する情報提供・相談支援の充実のところに，「各区役

所等に「子ども家庭応援センター」として，子ども・子育て家庭に対する総合的な支援体制

を構築し」と書いてあるが，今までは各区役所家庭健康課に子育て世代包括支援センターを

設置していろいろなことに対応していると資料１－２にも書いてあったが，これは子育て世

代包括支援センターが拡大するような感じなのか，あるいはもう１つ子ども家庭応援センタ

ーというものをつくって虐待対応を主にするということなのか説明していただければと思う。 

 

子供家庭支援課長 

 来年度，各区の家庭健康課で行っている子供家庭総合相談事業の機能を発展させる形で，

児童福祉法で定められている子ども家庭総合支援拠点の機能を設置しようと考えており，子

育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体的な形で運営する。あとは，保

育と助成給付業務の分野との連携体制を構築する形で，子育て家庭が抱えるさまざまな不安

や心配事，リスクが高いような家庭，児童虐待も含む対応を強化してまいりたいと考えてい

る。 

 

土合真紀子委員 

 区役所の中には子どもに関わるところは１つの課だけであると思うが，その辺は連携して

応援センターになるということなのか。 

 

総務課長 

 今各区役所に保健福祉センター家庭健康課というところがあるが，子ども関係の体制強化

ということで，保育あるいは児童扶養手当などの手当系，医療費助成といったものを分離さ

せて新しく保育給付課ができ，２課体制となる。今まで家庭健康課の１課でやっていたもの

が２課に分かれるということで，その２課が連携して，区役所だけではなくて児童相談所，

のびすく，アーチル，外部の機関とも連携をしながら体制機能強化を図っていく。 

 その体制構築を子ども家庭応援センターという看板を掲げることによって，より市民にわ

かりやすく打ち出そうという考え方である。 

 

本郷一夫会長 

 新しい名前で実際何をするのかということや強化した部分が明示されると良いのではない

かというご意見だったと思う。 
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塩野悦子委員 

 パブリックコメントで②，③も 19 件，17 件ということで多数の意見があったグループに

入るのではないかと思っている。こちらの中高生の居場所づくり，訪問型の子育て支援の充

実，こういう点において仙台市として今回のプランの中でここをどう盛り込んでいくと考え

ているのかについてお聞きしたい。 

 

総務課長 

 パブリックコメント資料１－１の②の中高生の居場所づくり，これは今のびすく泉中央が

４階プラザということで中高生の自主的な活動の場になっており，そういう家庭でも学校で

もない第三の居場所というのは大事だというのは前々からご指摘をいただいているが，なか

なか我々としてもプランに反映させるまでに具体的な施策として責任を持って書けるという

表現が今回はできなかった。ただ，いずれこのプラン推進の５年間の中でどういう形で意見

を受けとめて市として拡充や関与ができるか。それはさらに検討を深めていきたい。 

 同様に③の訪問型というまさに民間の自主的なものだが，基本的に訪問型の支援の重要性

はなかなかのびすくとかの場所にも来ていただけない。そういういろいろな支援につながれ

ないご家庭があるということで，訪問型の支援というのは大変重要な取り組みだと思う。先

ほど区の体制強化という話をしたが，そういうことも含めて民間の団体とどういう連携強化

ができるか，そこの中で市の関わりをもう少しどういう形で工夫できるかもこのプランの５

年間の中で検討を深めてまいりたいと思っている。 

 

土倉相委員 

30ページのところを直していただいて概ねいいかと思う。施設の小規模化かつ地域分散化

ということだが，これは実際に今県内の児童養護施設が次々と動きを始めており，私のいる

仙台天使園でもこの４月から４つ目の地域小規模児童養護施設を開設するという動きが既に

始まっている。 

 そういう中で，各グループホーム，地域小規模施設のある町内会などでいろいろな話をし

たり質問を聞いたりすると，本当に児童養護，里親も含めて社会的養護全般といったものに

対する理解というのがまだまだ不十分だということをすごく肌で感じるような場面がある。 

 例えば施設が地域に出ていくということは家庭的養護の推進という一面だけではなく，ビ

ジョンと言われているのはそれぞれの施設がそういうところにいわば出店みたいなものを出

すことで，その地域の子育てにも何か貢献するような施設の多機能化という中でそういう話

がされているが，そういう方向にこれから数年，10年間の推進計画を今仙台市でも立ててい

るところだが，地域の中でいろいろ貢献できればという，今までの児童養護施設とはまた違

う面を持つというのが地域に小規模かつ地域分散化という中では役割があると思っている。 

 そして，できればそんなことを考えているところでこの最終案原稿をいただいたので，ど
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こかに社会的養護に対する理解を深める取り組みといったことが入るといいと感じていた。 

 例えば「35ページの地域を挙げて子ども・子育てを応援していく機運の醸成」というとこ

ろの，例えば①の後の最後にあわせて，社会的養護に対する理解を深める取り組みを行うと

か，そういうものが見えるといいという感じがしている。 

 里親については 49ページの 126，市民に対する里親制度の普及啓発に努めるというとても

具体的な文言があるのだが，社会的養護全般にもあっていいのかと思う。74ページの 372，

375 あたりとか。ここにもどこか社会的養護に対する理解を深める取り組みとか，そういう

ものがあって市民の方にも意識してもらうと，地域に分散化していくこの施設であるとか，

あるいは各地域にこれからますます増えていく里親のお宅であるとか，そういうところに対

する理解みたいなものを呼びかけるきっかけになるのではないかと思った。 

 

総務課長 

 今ご指摘の部分に反映させられるかどうかも含めて少し精査をしたいと思う。 

 

飯島典子委員 

 36ページ，幼児教育の充実，１の幼保小連携推進についてだが，この文面を読むと接続期

だけに特化している内容になっているという印象があり，幼小接続は入学のためだけにある

ものではなくて，幼児教育と小学校教育の接続であり，これは一生涯を通じて展開していく

教育の連続性，学びの連続性をいかに保障するかというものがこの幼小連携の推進になって

いかないとならないので，もう少し広い意味合いを持っていただきたいと思う。 

 附属小学校と幼稚園の連携だと，例えば５歳児と２年生の連携を図るというようなやり方

をしているし，カリキュラムの接続も単にスタートカリキュラムだけと接続するものではな

い。例えば２年生との接続であれば国語の教科書の中に出てくるお話づくりとあわせて幼稚

園の子どもたちと一緒に絵本をつくっていくということを何回も繰り返しやっていきながら

一緒に育っていくということを考えたりしており，これをやってくれというわけではないが，

もっと広い視野に立って幼保小連携推進というものを考えていただきたいと思う。 

 

運営支援課長 

 幼保小連携といったときに目に見える部分でやることはどうしてもアプローチカリキュラ

ム等の引き継ぎのところに着目をする動きが強くなってしまうような取り組みになっている

のかなというところをご指摘いただいた。 

 また，今あわせて５歳児と２年生の連携についてお話をいただいた。学校現場も忙しい中

だが，ただ書類の引き継ぎをして終わりというのではなく，その先の関係性も含めて教育委

員会とどういう議論ができるのかというところは意識して考えてまいりたいと思う。 
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幼稚園担当課長 

 あわせて幼保小連携について少し説明させていただくと，教育委員会と意見交換等を行っ

ているのだが，やはり委員ご指摘のような１年生と幼稚園，保育所の接続といったところに

とどまって，あと６年生と中学校との接続というように，その学年の担任個々の負担になっ

ているという話も教育委員会から聞いている。小学校生活，中学校生活，幼稚園・保育所で

の生活について，接続期のみに何かすればいいということではないというのは，私どもと教

育委員会の認識は同じであるので，ここの記載の部分に関しては修正も視野に入れながら，

引き続き教育委員会と連携して取り組んでまいりたいと考えている。 

 

飯島典子委員 

 全体的に交流という言葉で整理してしまうと形骸化してしまって単なる計画の中に組み込

まれていることになってしまうので，その点は子どもたちのよりよい発達をどうやって保証

していくのかという観点に立ったときにあらゆる方法があり，小学校と幼稚園，保育園が一

緒になって考えていくというのは，行政がつくり上げていただかないとどうしても学校段階

のくくりというものが大きくなってしまっているところはあると思う。 

 幼児教育を行っている施設が小学校にアプローチをかけても，どことどういうふうにアプ

ローチをかければいいのかというところの難しさなどもあるので，ここはひとつ仙台市がリ

ードをとっていただけると良い。 

 

本郷一夫会長 

 今のところ 36ページのところの表現も含めて，具体的でいいところもあるのだが，各小学

校で作成するスタートカリキュラムに基づきという，ここも参考にはすると思うが，ここだ

けではない幾つかの接続の仕方というものもあるので，その辺がよりわかるような学びの連

続性をもう少し広い視点から捉えたような表現になっていくとよりわかりやすいだろうとい

うご意見でもあるかと思うので，表現も含めてご検討いただければと思う。 

 

吉岡弘宗委員 

 文言が前回と同じような表現になっている部分に関して，盲点がないかと思っている。 

 スタートカリキュラムについて，職員と５年ぐらい前に幼稚園でも学んでみようというこ

とで話し合いをした。うちの園に当たっても保育園に当たってもスタートカリキュラムとソ

フトランディングさせるためアプローチカリキュラムをつくって考えていこうと。それすら

も仙台市の場合はできていない。 

 行政側でこういうアプローチカリキュラムはどうかという部分が示されるのであれば，そ

の示された中で検討する部分が出てくるのだろう。多分いろいろな幼稚園でアプローチ的な

部分は考えている。多分小学校もスタートカリキュラムはいろいろな形で彩りを揃えている

と思うと，話し合っても合わない。 
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 見るのもすごく大事だから私は幼稚園の現場に見に来てくださいと頼む。それぐらい現場

の感覚はもっと進めたい部分があるが，なかなか進まないというのは多分教育委員会として

指南的な方向性がないからだろうと思っている。 

 中学校を卒業するまでに 10 の姿を子どもたちに伝えようという部分が幼児期から始まっ

ているし，児童要録や幼児教育要領の部分にしろ，皆共通にしなければならない部分，共通

にしている部分でありながらなかなかソフトランディングができない部分，スタートカリキ

ュラムに向かない部分というものが現状的に現場にはあると思っている。 

 

伊藤恵子委員 

 幼保小連携の推進というところを先ほど読んでいて，これはどこの小学校でもどこの保育

所，幼稚園でもやっているという一般化されていることがここに書かれているのだと思う。 

富沢小学校の近くには三十何個も保育所と幼稚園があり，その全ての保育所，幼稚園と小

学校が連携できるか，これ以外の連携ができるかというと，かなり難しいところがある。 

 ただ，幼稚園や保育所はそうやって近隣のお子さんが何人入るかではなくて，保育所で例

えば学芸会で子どもを連れて見に行くとか，あと運動会のときに参加してみるとか，あと，

もうすぐ小学校に入る時期になると学校の施設に行ってみたり，和式トイレを使って練習を

するといったこともやる予定である。 

 ここに一般化として書くとやはり難しいところがあるので，このような形で入っているが，

もっとそのほかいろいろな交流をやっているというところがあれば，これだけしかやってい

ないのかという印象を受けるのかなと思った。 

 実際にどこの小学校でもやっている。これだけだと伝わらないと思った。学校や幼稚園の

ほうもそのような発信はしていかなければならないと思った。 

 

佐藤哲也委員 

 この幼保小連携に関して言えば宮城県の教育委員会も学ぶ土台づくりに取り組んでおり，

例えばアプローチカリキュラム，スタートカリキュラムのリーフレットや，そのための資料

集も，宮城県下なのでもちろん仙台市の保育所，幼稚園，認定こども園，小学校に全部その

情報は伝え，インターネットのホームページでアクセスできる形で公開をしている。 

 なので，それはそれで仙台市がまた新たに何かということを考えていくと現場は混乱する

と思うので，この程度の内容で私はいいと思っている。 

 それと，仙台市の場合は政令指定都市だし，それぞれの幼稚園，保育所，認定こども園，

特に民間が多いので特色ある実践に取り組んでいるので，コンテンツベースで内容というこ

とで，例えばアプローチカリキュラムではああやって，スタートカリキュラムではこうして

と具体的な内容の活動を挙げても現実には私はそぐわないと思っている。 

 なので，そういう可能性を認めつつ，こういう方向を向いて頑張っていったら子どもたち

の学力向上や発達や学びの連続性にもつながっていくし，生活においても安定していくとい
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うような方針を示して，あとは実践現場の努力や今までの経験値のようなものに委ねていく

ような書き方で十分ではないかと思っている。 

 

佐藤亜矢子委員 

 中高生の居場所づくりというところが 42ページに書かれている。のびすくのように施設と

して中高生がとても自由に行くことができる場所というのはとても大切だと思っているのだ

が，地域の中で中学生が行ける場所をつくるというところで先進的に始められている地区も

あり，中学生カフェというものを始めている。 

 ハードとして中高生がいつも立ち寄れるような居場所をつくるというところと，あとは地

域の人間がそういう場を設ける，その両方の観点から，いろいろな地域で時間があるときに

立ち寄ると話を聞いてくれる人がいたり，皆で集う場所があったりという場所があるとよい。 

 先ほど出ていた児童館もそういう場所になれればよいが，実際問題としてやはり児童クラ

ブとか，休みの日は幼児がいたり，土曜日は小学生がいたりとかというところで，なかなか

自由に立ち寄れる場所というには難しいところもあるかと思う。 

 なので，そういう部分もあるということ，そういう活動も始まっているということを周知

いただけないかと思った。 

 

総務課長 

 地域の実情に応じてどういう形でそういう居場所的な機能が持てるのかというのは，地域

ごとによって違うと思うし，地域ごとの資源も違うと思う。先ほど実効性のあるプロジェク

トの話をしたが，そういう取り組みを推進していく中で中高生の居場所みたいなものもどう

工夫していけるのか，そういうところもプランの推進の中で深めていきたいと考える。 

 

佐藤亜矢子委員 

 そういう中で先ほど申し上げた中学生カフェなどの言葉があると認知されやすいと思うの

で，そういう言葉があると活動を認知してもらい，いろいろな地区でその活動が広がってい

くのではないかと感じた。 

 

小林良子委員 

 この 30年間児童館を拠点としてさまざまな子どもたちを見つめてきた。地域によって個性

があり，指定管理者によってもまた個性がある活動をしているが，それぞれのクラブがいき

いきと特性を生かして地域に根差していると思っている。 

 私たちは全国展開として最初「まちの子は皆我が子」というように一緒に子育てしましょ

う，一緒に健全育成しましょうという団体だったのだが，最近は働いている母親のために企

画して母親のお手伝いをするクラブでもある。 

 今後も周囲の各種団体と手をつなぎ，企業と手をつなぎ，地域に必要な横のつながりをや
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っていくためには仙台市からのご助言やご協力をさらにお願いしていきたいと願っている。 

 基本理念のところに仙台市で子育てしてよかったと住んでいる方に言われたい仙台市にす

るために，まず身近な児童館活動，私たちボランティアも力になれればいいと思っている。 

 

三浦じゅん委員 

 46 ページ目の 96 番，児童虐待に係る児童相談所の体制・機能強化についてだが，児童相

談所の体制の強化を図るということで今後検討していただきたいのが，弁護士が児童相談所

の中で常勤または非常勤として勤務できるような予算を確保していただきたいと考えている。 

 児童虐待はすぐに対応しなければならないような問題でもあると思う。法律家から見ると

ここで弁護士を頼むのだろうというところで職員がストップしていたり躊躇していたり，あ

るいは特に要件ではないのにこだわって何かをするということも見受けられると考えている。 

 なので，先進的な他の地域では常勤弁護士というものを相談して活用しているようなので，

仙台市でも同様の制度をつくっていただけるといいと考えている。 

 

児童相談所長 

 ご指摘の弁護士の活用強化というところだが，現在顧問弁護士契約ということで必要に応

じて電話やファクスで顧問弁護士と相談をさせていただき，いろいろな法的な手続きの作業

などもお願いしている状況である。 

 ただ，やはり最近法的に難しい案件も増えてきている状況であり，児童相談所の体制強化

の一環として法的な部分も強化したいと考えている。また，弁護士の体制強化についても新

年度に向けてできるだけこれまで以上に相談しやすくなる形に持っていけるように図ってい

るところである。 

 

本郷一夫会長 

 児童虐待をめぐる問題については，いじめと児童虐待についての２つが今年度のアンケー

トで保護者の一番関心の高い問題として挙がっていた。とりわけ児童虐待については今の顧

問弁護士の問題もそうだし，全国調査ではなかなか児童相談所の職員の研修が十分に行われ

ていないのではないかという指摘もあったので，そういうこともあわせて体制と機能強化と

いうような部分についてもぜひご検討いただければと思う。 

 

重原達也委員 

 52ページの 147番，区役所等における発達相談の機能強化というところで，今回５歳児を

対象にした発達相談事業を行うという文章が新たに加わった。５歳児の発達相談を行うこと

により，就学前でいろいろな発達相談を行った上で学校への就学ということをなるべくやっ

ていきたいというところがあるのだと思うが，これに対して，今の段階での具体的なことと，

あと周知について，その辺の施策があればお伺いしたい。 
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子供保健福祉課長 

 ５歳児の発達相談についてだが，今のところ大枠の方向性として決めているのは，誕生日

が来て５歳になる学年のお子さんを対象に発達段階の問診票のようなもので保護者自身にセ

ルフチェックしてもらうような表を５歳児のいる全家庭にお送りして確認をしていただく。

その上で発達状況について少し心配な点があるご家庭については，区役所でその相談を受け

るという事業を考えている。 

 セルフチェック表についてもまだこれからだが，概ねその相談は来年度後半ぐらいから開

始したいというスケジュールで進めていきたいと思っている。 

 周知についても５歳児のほとんどのお子さんが幼稚園や保育施設に就園されているので，

幼稚園や保育施設のご協力をいただく形で周知に努めていきたいと考えている。 

 

中坪千代委員 

 17ページの子育てに関して相談できる人（場所）の内訳で，仙台市の子育て関連担当窓口

では，就学時前児童の保護者及び小学生の保護者からのパーセンテージがかなり低く，保護

者とすれば先生方がもう圧倒的に相談しやすいという部分がやはりある。 

 やはりその５歳児のときにどういったパターンで出ている子どもたち，保護者のケアをど

うやって小学校に連携するかということも，このような評価をするのであれば，学校との連

携なども区役所が橋渡しとなってやっていただけるような手続きになっているとありがたい。 

 私はここをぱっと見たときに５歳児以上はどこに相談すればいいのかと客観的に思ったの

で，もう少し詳しく小学校に就学してからも区役所で把握した情報を全部幼保小と連携する

などというような記載が少しでもあれば，保護者としてはとても安心できると思った。 

 

子供保健福祉課長 

お子さんの発達に関する相談については，区役所の体制強化をして相談を行っていくとい

うことで考えているが，５歳児が所属している幼稚園や保育施設はもちろん，内容によって

やはり教育関係とも連携をしていかなければいけないと思っているので，今後この制度につ

いては保健福祉サイドだけではなくて教育委員会とも連携をとっていきたいと考えている。 

 

飯島典子委員 

 細かいことになるが，５歳児ということは４歳児クラスのときに配付されるということで

よろしいのか。５歳児クラスになってから配付されると，就学の方向性に向けて検討が進ん

でいくということも入ってくるかということもあったので，４歳児クラスのときに状況を把

握して，その後継続的な支援のあり方を想定されているのかどうかを説明いただきたい。 
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子供保健福祉課長 

 ５歳児発達相談については基本的には誕生日がきて５歳になるお子さんを想定しているの

で，幼稚園や保育施設では４歳児クラスとか年中組と呼ばれる学年に相当する児童が対象に

なっている。このため，学校に上がる前の年度に教育委員会が主催するさまざまな就学関係

の相談の機会があるが，そうしたところにも相談の内容によっては橋渡しをしていけるよう

な役割も担えたらいいと考えている。 

 

飯島典子委員 

 そうなってきた場合に，５歳児クラスはどこで過ごすのかというのが重要と思っていて，

どういったタイプのお子さんがピックアップされるかということかと思うが，仙台市の今の

システムは二重籍を置くことができないので，幼稚園か保育園に行くのか，それとも発達支

援センターに籍を置くのかというのが変わってくると思う。 

 ５歳児の段階でもう既に通常の小学校に行くのか，それとも特別支援に行くのか，通級に

行くのかというところで選択肢が入ってきてしまう。４歳で引っかかると状況によっては５

歳児クラスもどこの園で過ごすのかということも考えていかなければならない。どういう道

筋を通って就学していくのかというところも含めて，検討いただけると現場の協力もとりや

すくなるのではないかと思う。 

 

子供保健福祉課長 

 内容によっては障害福祉分野の担当部署とも連携をしながらと思っている。 

 

本郷一夫会長 

 ５歳児を対象とした発達相談事業が始まるというのはいい方向だろうと思う。 

 ただ，保護者の認識する子どもと幼稚園，保育所が認識する子ども像の間にギャップがあ

る可能性もあるので，この辺をどううまく調整しながら今のご質問にあった就学というとこ

ろにつなげていくかというのが，あわせて制度設計のときに検討いただければとは思う。 

 

井口詩乃委員 

 80ページだが，保育園の量の見込みや確保方策の数字で，令和５年度当初，３号が３人し

か余裕がなく，宮城野区ではマイナス 22となっている。これを見ると令和５年度は保育園に

入れないと思うので，子どもを産むのをやめようかと思ってしまうと思う。特に保育園に落

ちたすぐ後だったりするとこういうところに敏感になっている母親が多いので，こういう数

字を皆さんネットで拾って見る可能性というのは大いにあると思う。 

 ただ，この後の年を見ると減っていくからしょうがない人数なのかなと思うので，もし可

能であればこの注意書きの４の中で令和５年度に関しては近くなったらまた調整をという一

言を入れておいていただいたほうが，刺激が少ないのではないかと思うので検討願う。 
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総務課長 

 保育ニーズというのは特定のところに集中していることがあり，そういう部分がやはり基

本的にはその年度でその都度柔軟に対応していくことを考えている。 

 なので，その辺市民に不安を与えないような表現を工夫してまいりたいと思う。 

 

小林純子委員 

 資料３の新規事業として一時保護専用施設の設置ということが１ページの下にあるのだが，

児童養護施設においてとあるので専用施設と言えるのかということが疑問なのと，措置費の

加算とか学習支援委託費補助，この辺が人員的な配置をどうお考えなのか，あるいは学習支

援というのはどういう方が行うことを想定しているのかなど，現在話せるところがあれば教

えていただきたい。 

 

子供家庭支援課長 

 一時保護専用施設だが，今は児童養護施設の定員の枠の中で一時保護の委託を受け入れて

いただいているところだが，一時保護した子どもと既に入所している子どもの動線も分かれ

ていないため，子ども双方に対する影響も大きいところもあった。そのため，今回一部の児

童養護施設において一時保護の子どもを受け入れるための専用スペースを確保するという内

容での予算を計上したところである。 

 一時保護の子どもということなので，今まで通っていた学校での同じ学習もなかなか難し

い場合もあろうかと思う。そのため，その施設の中で学習支援をいただくサービスを提供し

てもらうということで，こちらも含めて予算計上をさせていただいている。 

 

小林純子委員 

 一時保護している子どもの世話に当たる方たちが施設の先生と兼務という形になるのか。 

 

子供家庭支援課長 

 一時保護専用の職員を配置するということを想定している。 

 

塩野悦子委員 

 パブリックコメントの本市の考え方というのはこれから公開するのか。 

 

総務課長 

 ホームページで公開する。 

 

塩野悦子委員 
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 気になった部分が２点あり 35ページの 149番の本市の考え方に関してだが，意見は子ども

と高齢者を結びつける事業としており，回答が祖父母手帳の作成の提示になっているが，観

点がずれているのではないかと思った。 

 これは恐らく高齢者施設などに例えば保育園の子どもが遊びに来て世代間交流とか，そう

いう事業を言っているのではないかと私は解釈して，祖父母手帳というのは福祉のやり方も

世代によって違ってきたので，そういう意味で今祖父母に教育をしているということでのこ

となので，こちらの本市の考え方のところを少し検討いただければと思った， 

 もう 1点は，38ページの 163番である。こちらはバスの中でのベビーカーを折りたたむか

の考え方である。もちろん本市の考え方ももっともだとは思うが，本市の考え方の２段落目

に「しかしながら」という逆説的な言葉が非常に育児をする者にとっては強い表現になって

いるので，ベビーカーフレンドリーバスとかすごい提案が出ているので検討しているみたい

なポジティブな表現にしていただければありがたいと思った。 

 

総務課長 

 今の２点，特に２点目は交通局も絡むものなので検討させていただきたい。 

 

三浦じゅん委員 

 46 ページ目の 98 番，いじめ防止対策の総合的推進というところだが，この網かけの部分

の「法律や心理などの専門家を中心とした相談窓口を設置し，児童生徒や保護者に寄り添っ

た対応をする」と記載があるが，この寄り添った対応というのはどういう趣旨なのか。 

 私は仙台弁護士会の子どもの権利委員会に所属しており，市がいじめの問題に関するオン

ブズパーソン的な制度をつくろうとしているのは承知しているが，児童生徒や保護者の中に

は法的に言うと必ずしも正当とは言えないような主張をされたりする方もいるかとは思う。

そうなった時に，ここに書いてあるのに寄り添ってくれないというクレームはないのか。 

 あと，法律家が寄り添うとあるが，あくまでも法律上の観点からアドバイスせざるを得な

いというところもあるので，必ずしも保護者や児童生徒が思うような結論を導けるとは限ら

ないところもある。 

 なので，相談窓口を設置する意図，趣旨について確認したいと思って質問した。 

 

いじめ対策推進室長 

 なぜこれが必要になったのかという話だが，いろいろな案件があり大体訴えられているの

が学校や教育委員会は話を聞いてくれなかったということである。したがって，教育委員会

や学校とは切り離してまずどういう主張をされているのかをきちんと聞くというものである。 

 寄り添うというのは当然言っていることを全て解決することではない。納得がいくまで話

を聞いてどう治めるかということに向けて調整していくというものである。 

 例えば子ども同士はもう解決しているのに親同士が話をしたときにちゃんと謝っていない，
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だから土下座させないと気に食わない。それはできないと先生が言うと，学校は私に寄り添

っていないという言い方をする人がいる。それについて土下座させるというのがこの目的で

はない。教育委員会，学校は忙しくてそこまでできない，あるところでこれ以上は打ち切る

ということもあるので，ちゃんと最後まで話を聞きましょうという意味での寄り添うという

ことである。 

 

三浦じゅん委員 

 そうすると，こういったところに相談してくる方というのは恐らく精神的に傷ついている

方だとは思うが，そういう方と一緒にこの問題を解決しようという姿勢だということか。 

 

いじめ対策推進室長 

 そういうことである。 

 

本郷一夫会長 

 この件が寄り添うという表現がいいのか，意見を十分に聞き取った上で対応するとか，違

う表現がいいのかということは改めて検討していいかと思う。 

 

三浦じゅん委員 

 病児保育についてだが，私は使ったことがない。使い勝手がとても悪いのと自分の子ども

を今まで預けているところと違うところに，病気になったり，病後の子どもを預けることに

躊躇を感じている。なので，金額がかなり違ってくるので難しい面もあるかと思うが，シッ

ターを利用することについての助成などがあってもよいと思った。 

もう１点，このすこやか子育てプラン 2020というのは一般の方にも周知して見てもらうよ

うにしていくと思うが，内容は大分量も多いし漢字もたくさんあるので，本当に見てほしい

人たちはどこまで見てくれるのかという懸念があるので，平易版というものをつくった上で，

ふりがなを振るとか，難しい漢字は使わないといった工夫をしてみてもよいと考えている。 

 

総務課長 

 このプランの本体の冊子だけでなくて，あわせて概要版もつくる予定なので，その中でよ

り読みやすくする工夫を考えたいと思う。 

 

子供家庭支援課長 

現在，全市で６カ所病児保育事業を仙台市で委託してやっており，病児・病後児のお子さ

んを預かるということから，そこの職員の配置というところも保育所の方だけではなくて看

護師の配置も必ず必要という条件を設けたりする。 

 また，お子さんがどのような状況なのかというところを前もって登録したり，あと病院に
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通った後の家庭への連絡帳のうち，病院から書いていただいた部分を施設のほうに出しても

らうなど，預けたいと思ったときに簡単にすぐ預かるという使いやすさまでは至っていない

ところがあるが，何分そのような病気を患ったお子さんを預かるという部分で，ある程度ど

ういう状態なのかという情報は施設のほうでも預かりたいというところから，なかなか難し

いところもある。ご不便をおかけするような部分もあるのかと思っている。 

 そういったところは病児・病後児保育事業という施設の部分で記載しているが，そこでの

理解は広くいただけるように周知なども努めてまいりたいと思っている。 

 

佐藤亜矢子委員 

 仙台市の児童相談所というのはキャパシティー的にもう１つ展望として今後増やしていく

とか，キャパシティーを大きくするという方向性というのはないのか。 

 予算的なところや建物だと土地的なものはあると思うのだが，例えばのびすくも最初は１

つだったのが今では各区にあり，アーチルも最初は北部だけだったものが今は南部にもある。 

 方向性や展望というところで，今すぐは無理かもしれないが，そういう形で充実させてい

くというような文言を盛り込むという形はあるのか。 

 

児童相談所長 

 現在児童福祉士の国で定められた基準でいうと 10人ぐらい足りていない状況があり，まず

はその基準を満たせるように大幅な児童福祉士の増員を新年度，その次の年度ぐらいで考え

ている。まずは児童福祉士の増員や心理士の増員，一時保護所の定員増は児童指導員の増員

など，人的な増員をこれから整備していかなければならず，そういったことも含めてまずは

一極集中の形で現在の児童相談所をまず人的なもので整備するといったところに重点を置い

てやっている。また，専門性の高い職員の育成のため，専門性の向上，人員の育成といった

ものにも力を入れていかなければならないので，まずはそこに重点を置いて体制を充実しよ

うということであり，この５年間で２カ所での増設は考えていないのが現状である。 

 

佐藤亜矢子委員 

 育児不安とかは本当に増大しているので，例えば５年とか 10年という長い展望の中でそう

いう人を増やしていき，ゆくゆくはもう少し規模を大きくすることができるような方向性と

して考えていただければありがたいと思った。 

 

本郷一夫会長 

 今日随分意見をいただいた。児童の権利の状況の問題，計画の推進についての方向性の問

題，遊びあるいは子ども家庭応援センター，それから社会的養護，幼保小の連携の問題，中

高生の居場所の問題，児童相談所と虐待と５歳児の発達相談等，まだ全部言い切れないが，

この部分についてもう一度文章等を見直して必要な部分の修正をしていくような作業が残っ
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ているかと思う。 

 この点については事務局と私で一度検討させていただき文章をほぼ仕上げるという方向で

進めたいと思うが，よろしいか。その上ででき上がったものを委員の皆様にお送りして，そ

の後に私から郡市長にお渡しするということで進めていきたいと思う。 

 

３ その他  

４ 閉 会 

以上 

 


