
令和４年度 第１回京丹後市子ども未来まちづくり審議会 会議録 

 

１．開催日時 令和４年１０月７日（金）午後２時００分～３時３０分 

２．開催場所 大宮庁舎 第２・３会議室 

３．出席者氏名 

 （１）子ども未来まちづくり審議会委員 

  片西委員（会長）、味田委員（副会長） 

 田中委員、山副委員、岩渕委員、藤本委員、小森委員、浜上委員 

      ※欠席２名（中村委員、後藤委員） 

 （２）事務局 

     教育委員会教育長 松本明彦 

       同  事務局教育次長 引野雅文 

       同     教育理事兼総括指導主事 久保有紀 

       同     子ども未来課 課長 蒲田幸宏 課長補佐 椋平哲朗 

                    主任兼指導主事 渡利秀子 

４．内容 別紙（会議次第）のとおり 

５．公開又は非公開の別 公開 

６．傍聴人 なし 

 

＜開会＞ 

事務局： ただ今から令和４年度第１回京丹後市子ども未来まちづくり審議会を開催

させていただきます。会議に先立ちまして、委嘱状の交付をさせていただきま

す。 

  本来でしたら、中山市長から交付をさせていただくべきところですが、公務

の都合により、教育長から交付をさせていただきます。交付につきましては、

委員の方を代表しまして、片西様にお渡しさせていただきます。よろしくお願

いします。 

 

《委嘱状交付》 

 



事務局： ここで松本教育長からご挨拶申し上げます。 

 

教育長： １０月に入りましてもなかなか暑い日が続いておりましたけれども、昨日

からの雨で急に涼しくなりまして、秋らしい天候となってきております。皆様

におかれましては本当に公私ご多忙の中、この審議会にご出席いただき本当

にありがとうございます。前委員の任期満了に伴いまして、引き続き委員とし

てお世話になる方、また新たにお世話になります方がおられますけれども、机

上交付も含め全員の方に委嘱状を交付させていただきました。子ども未来ま

ちづくり審議委員会委員として、２年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

  審議会は、教育委員会の事務局や市長部局にたくさんありますが、男女共同

参画社会の実現というところで、委員の女性の比率も高めながら協議を進め

ていくことが求められているところであります。この審議会につきましては、

女性の比率も高い中で多様なご意見をいただけるものと期待しているところ

でございます。 

さて、新型コロナの状況でありますけれども、本市においても７月初旬から

非常に感染者が増えて参りまして、とりわけこども園・保育所等におきまして

も、７月から８月さらには２学期に入っても、なかなか感染の収まらない状況

ではございましたけれども、学校、保育所、こども園それぞれの現場で丁寧に

対応いただき、ようやく落ち着いてきて、安心して保育・教育ができる環境が

少しずつ整ってきております。こども園、保育所では、運動会についても、学

年で行ったり、時間を工夫しながら実施しているところでございます。 

  審議会ですけれども、資料にもありますように、昨年度は第２期京丹後子ど

も・子育て支援事業計画を策定するにあたって実施されたニーズ調査によっ

て、天候に関係なく遊ぶことができる屋内施設や交流の場を求める意見が多

かったことを踏まえ、昨年６月に市長から今後の子育て支援拠点の在り方に

ついての諮問が出され、本審議会で審議を重ねていただき、子育て支援拠点の

必要性と拠点施設の機能等についての答申を市長に対して行ったところです。

改めまして、引き続きの皆様におかれましては、昨年度の審議大変お世話にな

りありがとうございました。 

  本日の会議では、本市の子ども・子育て支援事業計画の進捗状況及び特定教



育・保育施設利用定員等について説明をさせていただき、ご意見等いただきた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局： それでは、京丹後市子ども未来まちづくり審議会委員をお世話になる皆様

より、自己紹介をお願いしたいと思います。本日は、中村八寿子委員、後藤明

咲実委員よりご欠席の連絡を、山副祐子委員からは少し遅れるとの連絡をい

ただいておりますのでご了承いただきたいと思います。１号委員の方から順

にお願いします。 

  

委 員： 京丹後市民生児童委員協議会主任児童委員代表ということで参加させていた

だきます、田中道夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

委 員： ＮＰＯ法人丹後の自閉症児を育てる会代表の岩渕祐子といいます。よろしく

お願いいたします。 

委 員： ＮＰＯ法人エコネット丹後事務局長の味田佳子です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

委 員： 京丹後市商工会青年部の女性部員代表として来させていただきました藤本 

こと美と申します。網野で自営業をしております。よろしくお願いします。 

委 員： 丹後機械工業協同組合副理事長の小森和 と申します。まだ右も左も何も分

かりませんのでよろしくお願いします。 

委 員： 元保育所長並びに園長、現在は網野北小学校区放課後子ども教室の代表をさ

せていただいております。浜上玉恵と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

委 員： ３５年間小学校に勤めておりました片西登といいます。よろしくお願いいた

します。 

 

事務局： 委員の皆様におかれましては、本日から２年間の任期をお世話になります。

どうぞよろしくお願いいたします。それでは、事務局の職員の紹介をさせてい

ただきます。 

 

事務局： 教育委員会で教育理事兼総括指導主事をしております久保有紀と申します。



どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局： 教育委員会事務局の教育次長の引野と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

事務局： 教育委員会事務局子ども未来課長の蒲田と申します。この４月から課長を

拝命しています。昨年度までもお世話なっておりました。よろしくお願いいた

します。 

事務局： 教育委員会事務局子ども未来課課長補佐の椋平と申します。この４月に異

動となりました。この審議会の担当させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

事務局： 子ども未来課主任兼指導主事の渡利秀子と申します。昨年と引き続きにな

ります。よろしくお願いいたします。 

 

事務局： 続きまして役員の選出をお願いしたいと思います。 

  役員につきましては、京丹後市子ども未来まちづくり審議会条例第６条第

１項の規定によりまして会長副会長各１人置くとしています。第２項で会長

及び副会長は委員の互選により、定めるとなっていますが、どなたか立候補は

ございませんでしょうか。 

  無いようでしたら、事務局から提案をさせていただくということでよろし

いでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

  それでは、事務局に一任していただいたということで提案をさせていただ

きます。会長には片西様に、副会長には味田様にお世話になりたいと思います

がよろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

はい、ありがとうございます。委員の皆様にご承認いただきましたのでよろ

しくお願いいたします。 

  なお、この会議は公開対象となっております。会議録作成事務軽減のために、

録音機器を使用して行いますので、ご発言の際は必ずマイクをご利用してご

発言をお願いします。 

  それでは、会長、副会長には前の席へ移動をお願いいたします。この後の進



行につきましては、会長に議長をお世話になりますので、進行をよろしくお願

いします。 

 

会 長： それでは、昨年度に引き続き、会長ということでお世話になります。見ての

通り後期高齢者を目前に控えまして、この４階に上がるのにも何回も息をつい

て上がってきましたので、本当にもうそろそろだなあと思っております。今も

立って挨拶したらいいんですけども、そういうことで座らせていただきます。 

  先ほど教育長からもありましたが、新しい方もおられますので、昨年度も会

長でしたので、ちょっと振り返りをさせていただいて挨拶に代えさせていた

だきます。新しい人も今年度は４名加わっていただくということです。 

  昨年度、この審議会を３回開かせていただきました。市長から諮問もありま

したので、昨年の１０月だったと思いますけども、答申に向けていろいろと論

議させていただきました。その中で「今後の子育て支援等拠点の在り方につい

て」という諮問を受けた内容について、この審議会としてはどういう意見を持

つかということで、ここで話されたことはやっぱり身近な地域での子育て支

援の機能のみならず、天候や曜日に左右されることなく、様々な人々が交流し

ながら遊ぶことができ、子育てに関する相談等も可能な子育て支援拠点が欲

しいということが大きく言われておりました。また今後の子育て支援拠点等

については、今の子育て環境をさらに充実させる観点からの子育て支援拠点

の必要性について、一番の思いが皆さんの中から出ていたと思いますし、在り

方として、もう１点ありましたのは、幅広い年代の子どもや親子などが遊べる

スペースを中心にして、子育てに関する教育相談窓口やカフェも併設するな

ど、付加価値を加えることが望ましいということもありました。合わせて他の

機能との複合型の施設になることも留意すべきということも出ており、その

あたりを中心に、昨年１０月に市長に答申させていただいたこところですけ

ども、整備にはやっぱり一定の年月を要するということで、３～４年を目途に

ということでしたので、その方向で話は進んでいるということで、ご承知おき

ください。 

  前回２年間を通じてありましたが、これも皆さんがそれぞれの組織の代表

ということで組織の声を拾って、ここの場で本当に忌憚なく、切れ目なく出し



ていただいたということが、進めやすい審議会だったと思います。合わせて、

それぞれ組織の代表だけでなく、日々地域の中で自分が生活しているご近所

の人の声を拾っていただいて、こんな声もあったねとかこと細かな思いなん

かも出していただいたことは、大きな力になったかなと思います。最初に申し

ましたように、歳で私の能力は、もともとない能力が限界にきておりますので、

これまで以上に忌憚のない、いろんな幅広いご意見をいただいただくことが、

この審議会を進めていく大きな原動力になると思いますので、一つよろしく

お願いし、挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

副会長： 改めまして、副会長に承認をしていただきました味田佳子です。よろしくお

願いします。私も４階まで上がるのが、ちょっとしんどかったです。まだまだ

会長お若いと思いますし、皆さんにも忌憚のないご意見を出していただいて、

ご意見が出しやすい雰囲気をつくるのが仕事かなと思っておりますので、引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

会 長： ここからは議題ということで、私の方で進めさせていただきます。 

  議事録証明人を毎回お世話になるんですけども、本日は、田中委員さんよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、一つ目の議題であります「子ども未来まちづくり審議会」につい

て、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局：（１）子ども未来まちづくり審議会について説明 

  添付資料…子ども・子育て支援法（子ども・子育て会議関係）他 

 

会 長： ありがとうございました。今、事務局から説明がありましたが、何かご質問

はありませんか。特にございませんか。また気が付かれたら、後でお願いしま

す。 

  そうしましたら先に進めさせていただきます。 

  次に、子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について、事務局からお願い

します。 



 

事務局：（２）子ども・子育て支援事業の進捗状況について説明 

 添付資料…子ども・子育て支援事業計画進捗状況 

 

会 長： 子育て支援事業について、令和２年度、３年度における活動状況を事細かに

説明していただきましたが、質問とかご要望、こんなことどうだろうなという

こともありましたら、併せてお願いします。 

 

委 員： 養育支援訪問事業についてなんですけど、この実施というのは３８人なのか、

例えば１人の子どもさんで２回、３回かかられてる方がいらっしゃるのか、そ

こはどうなんでしょうか。 

 

事務局： 延べ人数となっております。 

 

会 長： ２８も３８もその年度の延べ人数ということでよろしいですね。 

 

委 員： 実際の人数は分かりますか。 

 

事務局： 今すぐには分かりません、申し訳ございません。 

 

会 長： また次回までに分かったら調べておいてください。 

 

会 長： 他いかがでしょうか。 

 

委 員： 子育て支援センターの関係ですが、今年度から妊婦さんも利用ができるとい

うことと、生後１ヶ月からでも利用ができるというふうなことをお聞きしてる

んですけど、妊婦さんとかがどのくらいの割合で利用されているのか把握され

ていますか。 

  代替で行かせていただいた時に、妊婦さんが来られたということをお聞きし、

支援センターの中で妊婦さんの子育ての参考になることとか得るものが多か



ったのか、どうかなと思いました。 

  それから、以前は３歳児から入園・入所する子どもさんが多かったんですが、

今は０歳から入所・入園される子どもさんが多く、近年のお子さんの出生率と

支援センター利用の人数はお分かりでしょうか。もし、わかったらお願いしま

す。 

 

会 長： 二つありましたが、一つ目は。 

事務局： 妊婦さんの制度につきましては今年度からスタートしておりますが、具体

的な利用者数につきましては、まだ集計していませんので、今年度が終わりま

したらどのくらいの利用があったかという報告をさせていただきたいと思い

ます。数名の方が実際に利用されていることは伺っております。 

  また、年齢の制限ですけども、昨年度までは４ヶ月以上としていましたが、

今年度はそれを撤廃し、利用の制限は外しています。ただ、実際何ヶ月の子さ

んから利用しているかということは、把握はしておりません。そこは、今年度

からの変更ということでご承知おきいただきたいと思います。 

  出生率は手元にありませんので、確認させていただきたいと思います。以上

です。 

 

会 長： ありがとうございました。一つ目は本年度スタートで、まだ半ばということ

で集計ができていないけども、利用実態はあるということなので間違いないよ

うですし、出生率と利用状況については、調べておくということです。 

 

委 員： 最近、支援センターを利用されてても０歳、１歳が入園される子どもさんが

多いので、全体的に支援センター利用のお子さんが減ってきてるんじゃないか

と感じているので、今後、利用者がたくさん増えながら、園所も利用していた

だいたらいいんですけど。支援センターの方も利用がたくさんあったらいいな

ぁ、なんていう風なことでちょっとお聞きさせてもらいました 

 

事務局： コロナのこともありますし、今、言われましたように保育所・こども園の低

年齢からの利用により減少が進んでおりますので、そこは間違いないところ



だという認識はしています。ただ、そうでない方もおられますので、そういう

方が利用していただきやすい支援センターというものを工夫していく必要は

あるかなと思っております。以上です。 

 

会 長： わかりました。他はどうでしょうか。 

 

委 員： 放課後児童健全育成事業の放課後児童クラブの内容、就労の支援ということ

で、実績から見ると多くの子どもたちが参加しているようですね。そういう中

で、コロナという感染症の中に子どもたちがどういう状況でどうなっていくか

ということを十分注意をしていただきたいなという思いと、場所とか職員につ

いても、子どもたちあるいは就労支援を果たす上で十分注視していただきたい

と思います。以上です。 

 

会 長： その辺はもう注意していただいていますね。 

事務局： 放課後児童クラブですけども、昨年度、各クラブにサーモグラフィーを導入

しまして、利用前の検温ですとか、クラブでの換気の徹底をしていただいてい

ますし、消毒も本当に職員の方、丁寧にしていただいております。 

  ８月に専門の方に来ていただき、児童クラブの換気状況を測定していただ

きました。測定していただいた施設は大宮放課後児童クラブと峰山放課後児

童クラブですけども、その結果、換気の状況につきましては、本当にすごく数

値が良かったということで、お褒めの言葉もいただきましたので、感染対策に

つきましては、徹底できていると認識しています。 

 

会 長： はい、他はどうでしょうか。ございませんか。 

  無いようでしたら、私も前から一度は行かんなんと思いながら行けてないで

すけども、現地・現場主義と言うか、自分の目で見たことしかなかなか言えな

いもので、例えば、網野だったら近いんでね、ちょっと寄ってみたいなと思う

んですけども、今コロナの流行ってる時にはもちろん控えますけども、そうで

ない時にはどんな活動状況なのか見に行った時に「子ども未来まちづくり審

議会の委員です」と言ったら、見てくださいとなるようにちょっと連絡してお



いてもらったら行きやすいかなと思いますけども。いきなり行ったら、不審な

おっさんと思われるので、事前に周知していただいたら行きやすいかなと思

っています。私だけでなく、他の委員さんも。こないだ話題になっていたけど

どんな活動しているのかな、と思って見に行きたい時、全部の保育所やこども

園に行くのは大変でしょうから、せめて各町１施設に、委員が行くこともある

こと、行ったら邪険にせんと相手をしていただくよう言っていただいたら行

きやすいかなと思うんですが、そんなことは可能ですか。 

 

事務局： 全く難しくありませんので、またこちらから、支援センター、保育所、こど

も園にも伝えておきますので、行きやすい施設に行っていただけたらありが

たいです。委員さんが行かれたら、丁寧に対応していただきますように伝えて

おきますので、ぜひ、様子も見ていただけたらありがたいと思いますのでお願

いいたします。 

 

会 長： また時間を見つけて、コロナの流行ってない時期にね、ふらっと行ってみた

いと思っています。皆さんもまた、時間が取れましたらお願いいたします。 

  それから、説明には全然関係ないですし、ないとは思いますけども、昨今の、

例の通園バスの置き去りの問題もありますが、そういった事件にならなくて

も、そういうことがあった、ヒヤリとしたというのは、何百例もあるようなこ

とをニュースで見るんですが、正直なところ、京丹後市ではそんなことはない

ですか。 

 

事務局： 先日の静岡でもですし、昨年度福岡でも事故があったんですけども、京丹後

市でも、その後に振り返りもして、各保育所・こども園を含めまして、聞き取

りもさせていただきました。結果ですが、京丹後市におきましては、運行が終

わりましたら、まず添乗員が中の確認をします。それと子どもが何人乗って、

何人降りたかという確認も常にしていますし、今、コロナの状況もありますの

で、添乗員の確認の後で、消毒も再度確認をする意味でも行っておりますし、

また、バスを車庫に戻した後には、運転手も確認をしていただくようにお願い

していますので、京丹後市ではそういう可能性はないと考えております。 



 

委 員： 安心しました。でもこないだね、６人の子どもに２人の大人で、あんなこと

どう考えても信じられないけども、実際起きたわけですからね。大丈夫な体制

を組んでいただくのはもちろん大事ですけども、それでも起きたということを

頭の隅に置いといてね、絶対にないようにお願いしたいと思います。 

   

事務局： その件ですけど、国でも動きをされるということで、情報も入ってきており

ます。例えば、センサーの設置とかですね。今年度か来年度補助金も含めまし

て、法制化をされるかもしれないとのことでありますし、マニュアルにつきま

しても、今後も求められると思いますので、そういうことも対応していきたい

と考えております。 

 

会 長： はいわかりました。他なければ次の項目に行きますがよろしいでしょうか。 

 それでは、最後の特定教育・保育施設利用定員についてお願いいたします。 

 

事務局：（３）特定教育・保育施設利用定員について説明 

 添付資料…特定教育・保育施設利用定員の設定及び変更施設一覧 

 

会 長： ありがとうございました。今、利用定員についての説明を受けましたけども

何かご質問ありませんか。はい、特に無いようですので、了解したということ

です。 

  以上が予定していた議案ですが、三つの議案を通して言い忘れたり、質問を

し忘れたり、新たに思い起こされた質問がありましたらお願いいたします。 

 

事務局： 事務局から、令和４年度の取り組みについて、２点報告をさせていただきた

いと思います。 

  １点目は、「子育て環境整備応援プロジェクト補助金」についてです。 

  令和３年度に、市内の子育て環境を整備するため、「子育て環境支援施設整

備事業補助金」を創設しましたが、更なる子育て環境の充実と、昨年度にいた

だいた当審議会の答申にもありましたように、子どもを地域社会全体で育て、



支える仕組みづくりを促進することを目的として、新たな補助制度として「子

育て環境整備応援プロジェクト補助金」を創設しました。資料として、補助金

の交付要綱を添付していますのでご覧ください。 

  内容ですが、資料を１枚めくっていただきました、下段から次のページにか

けて記載している表のとおり、事業区分が三つあり、一つ目は、新設の「子育

て団体支援事業」で、子育て支援に関する継続的な活動経費に対し、補助率２

／３、１００万円を上限に補助金を交付します。 

  二つ目も新設の「子育て活動支援事業」で、子育て支援に関する単発的なイ

ベント開催経費に対し、補助率１００％、１０万円を上限に補助金を交付しま

す。 

  三つ目は、令和３年度から実施している「子育て環境支援施設整備事業」で、

店舗等における授乳用設備、おむつ交換台、キッズスペース等設置に係る経費

に対し、補助率１００％、２０万円を上限に補助金を交付します。 

  令和３年度の施設整備事業の実績は、飲食店が２件、宿泊施設が２件、医療

施設が１件の５件でした。令和４年度は団体支援事業に２件、活動支援事業に

１件、施設整備事業に４件の応募があり、いずれも採択しています。 

  ２点目は、資料をつけさせていただいていますが、「京丹後市子ども家庭総

合支援に拠点の設置について」です。 

  これにつきましては、市町村における児童虐待への対応の強化が目的とな

ります。児童虐待による死亡事案などの重大な事件は、就学前の乳幼児に多く

みられていることから、児童福祉の分野と母子保健の分野の双方が情報を共

有し、これまで以上に連携を図りながら対応することが必要であるとして、平

成２８年の児童福祉法の改正を踏まえて、国が定めた「児童虐待防止対策総合

強化プラン」において、今年度までに全国の市町村に設置することが求められ

ているものです。 

   本市では、児童虐待の担当している私たち教育委員会事務局子ども未来課

の「家庭子ども相談室」と母子保健を担当している健康長寿福祉部健康推進課

の「子育て世代包括センターはぐはぐ」との連携を図り、支援の一体性、連続

性を確保することを目的に、本年４月１日に子ども未来課内に「京丹後市子ど

も家庭総合支援拠点」を設置しました。 



   取り組みの概要については、３の機能強化のところに記載しておりますが、

子ども未来課「要保護児童対策地域協議会」、家庭こども相談室の担当者を増

員し、体制を強化ということで、これまで、２～３人の職員体制だったところ、

今年度は、家庭児童相談員の専任職員として、保健師２名、臨床心理士 1 名に

私と企画児童係長が応援に入ったり、指導主事や他の職員もケース会議に参

加したりして体制を強化しています。 

  また、情報共有システムの検討・導入や・庁内関係システム、ファイルの両

部局での共有化ということですが、子ども未来課と健康推進課の場所が離れ

ているため、担当者が不在でも情報を共有できる仕組みを構築に向けて協議

を重ねているところです。 

  最後に、定例連絡会議の毎月１回の開催ということで、個別ケースの連携は

日常業務の中でできていますので、情報共有システムについての協議や今年 6

月にありました児童福祉法の改正により今後求められる「こども家庭センタ

ー」の設置などの課題に向けての協議をこの会議を利用して行っているとこ

ろです。 

   続いて、今回新しい委員さんもいらっしゃいますので、参考資料としまして、

昨年度、この審議会で審議いただきました「今後の子育て支援拠点等のあり方」

についての答申書をつけさせていただきました。 

  お目通しいただきますようお願いします。 

 

会 長： 議案に無い項目で２点、今、追加で資料に基づき説明いただきましたけども、

その分について何かご質問ありますか。 

  はいどうぞ。 

 

委 員： 質問ではないんですけども、虐待の情報共有の強化のところなんですが、通

報が入ると思うんですよ。通報が入った時に匿名でもいいですよってハードル

が下げられて、知らせやすくなっている一方で、嫌がらせとかに使われること

も実態としてあるので、実名で聞ける時には聞いてもらって、その通報された

側には伝えずに把握しておいてもらうっていうことをできたらしてほしいな

と思います。 



 

会 長： 虐待について今の件どうでしょうか。 

 

事務局： そうですね、通報される側が匿名とするか実名とするかっていうことです

ので、もちろん、こちらから無理には聞くことはできませんし、あくまでも、

通報いただく方の意思を尊重しなければいけませんので、こちらから、強く実

名を求めることはちょっとできないかなと思います。 

 

会 長： 今の回答でよろしいですか。情報を得るのが第一義的なことですので、実名

を言ってまでも情報は出せないけども、匿名なら出せるという方の声もすくえ

るのか、ハードルを下げるというか、実際に虐待されている子を救うのが一義

的なことですので、第一に考えていただいて、できれば実名の方がもちろん対

応がしやすいと思いますので、それは可能な限り掌握していただくということ

で。 

 

事務局： 実態としましても、確かにこちらにもたくさんの通報は入ってきます。いろ

んな状況も踏まえまして、昨年もありましたが、状況によっては実際にお名前

を聞かせていただくこともあります。ただ、お名前を尋ねましても言われない

方もありますので、そこはケースバイケースで対応はさせていただきますし、

できる限り、その次のこともありますので、お名前を聞かせていただける時に

は聞かせていただきたいと考えております。 

 

会 長： はい、ありがとうました。他どうでしょうか。 

   

委 員： 今年度から委員をさせていただくことになりました。よろしくお願いします。 

  私もこの会議の仕組みとか役割とかよく分かっておらず、途中から来させ

ていただいて、どういうお話がされていたかもよくわからない中で発言させ

ていただくんですけども、今、事務局の方からいろいろな子育ての環境整備で

あるとか、補助金の話を聞いて、そういう素晴らしいことがあるんだなと思っ

て感心して聞かせていただいたんですが、いろんな子育てサークルというか、



お母さん同士が繋がりあって、色々な活動をされていると、私も把握していま

す。 

  私はこども園の園長なんですけども、具体的に言うと「もったいない母さん」

ということで、子どもさんが大きくなられていらなくなった肌着であるとか

靴であるとか洋服であるとか、ベビーサークルであるとか必要とする期間が

本当に短期間なので、そういうものを無償で差し上げます、みたいなことをし

ておられて、それが、どんどんどんどん広がっていって、手弁当でしてるんだ

ということを聞きまして、園を使ってもらったこともあるんですけども、そう

いういろんな活動しておられるサークルに対して補助金というような制度も

あるのかな、ないのかなと。ちょっと聞かしてもらったところによると、いや、

何もいただいてないんだと聞いていまして、せめて会場代でも出るように、気

持ちもらわれたらどうですか、というアドバイスさせてもらったこともある

んですけど、いやいやそういうことはしてないんですって言われて。うちの園

とかを使っていただいた場合は、会場費はいただきませんけども、体育館を借

りたりされた時には、手弁当でしてるんだということも聞きましたのでそう

いう制度があるようでしたら、広報していただいたら、ありがたいんじゃない

かなと思いました。 

 

事務局： 今言われたことですけども、先ほど説明させていただいた補助金の交付要

綱の中で該当するパターンだと聞かせていただきました。この事業の中の３

ページの表の２番ですね、子育て活動支援事業。ここが、例えばフリーマーケ

ット的な事業なんかが該当しますので、会場使用料もですし、例えばちょっと

したチラシを作る経費ですとか、いろんなものがここに該当するものについ

ては使っていただけます。上限が１０万円の事業でありますし、こちらで該当

するものについては、補助金の事業としていけますので、こちらも色々広報は

していますけども、もし、該当される方がおられましたら、先生の方でもご案

内していただけるとありがたいかなと思います。 

 

委 員： そういう制度があるって言う事を教えていただいておいたらありがたいと思

いました。 



 

会 長： 早速ね、活用していただいてください。他どうでしょうか。 

 

事務局： ちょっと別の話題になるんですけども、ここ２年ほどコロナでいろんな影

響があったと思います。例えば保育所・こども園で感染者が何人か出た場合、

クラスや園全体を閉めるということもせざるを得ないときがありました。そ

ういった時にやっぱりお父さんお母さんが困られる。もしかしたら仕事を休

まなければいけないということも中にはあったと思いますし、他にもこうい

うことで困られたとか、こういうような支援があればいいのにみたいなご意

見を聞かれたり、もしかしたら、当事者の方がいらっしゃるのか分かりません

けども、何かご意見等があれば聞かせてもらえるとありがたいんですけども

いかがでしょうか。 

 

会 長： どうでしょうか。具体的にこんな声を聞いたというようなことがもしありま

したら、施策に反映していただけると思いますので。 

 

委 員： 子どもの保育というよりも、事業主なので仕事を休んだ時に受けられる補償

が私の場合はないんです。まだ開業したばっかりなので去年からの減りでって

いう、比較ができないために何も補償がないんです、多分。私が見つけてない

だけかもしれないんですけど。なので、ちょっと困りました。 

 

会 長： 勤め人だけではなく、事業主に対する補償なんかももしあれば、ということ

です。他はどうでしょうか。 

 

委 員： 確かに、困られると思って、なるべく休園とか学級閉鎖しないようにと、心

がけてきましたけども、せざるをない時も本当にありまして、最近はウィズコ

ロナということで、ちょっと考え方とかも変わってきましたので、最近 7 月だ

ったかな、それは園閉鎖ではなくて、学級閉鎖したんですけども、どうしても

困られて事情がある場合は、まったく駄目ですよ、学級閉鎖ですよではなくて、

申し出てくださいというようなこともさせていただきました。 



 

会 長： 園の方でもね、そういう対応をとっている園もあるようですので、実際、子

どもさんの行っておられる園にも相談していただくことも必要かと思います

し、またそういうことができるかもしれないということも身内なり周辺の方に

もお伝えください。他いかがでしょう。 

 

事務局： 先ほど委員が言われました事業主に対する補償のことですが、京丹後市で

はコロナ対策室がパンフレットも作っていますし、何か補助制度あるかも分

かりませんので、一度ご相談をお願いいたします。 

 

会 長： 昨年度実績なくても、今年度からでもあるかもしれないということです。 

 

委 員： 先ほどの説明のファミリー・サポート・センター事業のまかせて会員ですが、

私の知っている人が、子どもを見てあげたいんだけど、ちょっと仕事との兼ね

合いがあって見れないので、私に会員になってくれないかって言われたことが

あるんです。最近、コロナの関係で。悪いけど私も色んなことがあるからでき

ないんだ、ごめんね、誰か他の人当たってみて、なんていうことが 1 回あった

んですけど、今、まかせて会員の方は十分足りているのかどうなのかなと思い

まして。 

 

事務局： 援助会員、まかせて会員ですけども、昨年度は１６人で、足りているかと言

われると確かに十分な数ではないかなというところもあります。実際に援助

を希望される方から相談を受けましたら、まず登録されているまかせて会員

さんに相談させていただいて、マッチングから始まりますので、まかせて会員

さんがもっと増えれば、事業としてはさらに広がりはあるのかなと思ってい

ます。 

  広報もさせていただいていますが、なかなか会員の増加が難しいので、もし

お知り合いの方で、登録していただける方がおられましたら、ぜひご紹介いた

だけたらと思いますし、まかせて会員につきましては、講習を受けていただか

ないと活動に入っていただけません。希望されても、時間がかかるということ



もご了解いただきたいと思います。 

 

会 長： すぐにはなれないけども、足りないのは事実のようですので、またお知り合

いの方で志のある方がありましたら、子ども未来課の方にお願いします。 

  他はどうでしょうか。 

  では、会社関連の委員の方に聞くんですが、社会がね、子どもを大切にする

ためにはやっぱり親も大事にせんなんと思うんです。ちょうど１０月からの

産後パパ育休が始まったと新聞紙上で賑わっておりますけども、会社ではパ

パ育休についてどんなふうにお考えですか。 

 

委 員： そうですね、具体的にまだ何も考えていないんです。というのが、うちの従

業員のところで、まだ育休を取りたいっていうような人がいないんです。独身

か、ほぼほぼ子どもがもう中学生、高校生ぐらいになっている方で、該当する

ような人がいないんです。ただまあ、当然考えないといけないことではあるか

なと思っています。これもなかなか難しいところがありましてね。うちらみた

いな製造業は、必ず製品には納期があるんですね。その納期にきちっと間に合

わせないといけないというので、突然に休みくださいと言われるととっても困

るんです。そういうことで計画的に、前もって、この日休みが欲しいというの

は、全然問題ないんですけど、突然に言われるとちょっとこれは困るなってい

う部分はあります。 

  そんなんでちょっと私の会社のことですが、該当する人がいないもので具

体的に何も、今のところ考えてないんですが、当然考えないといけないことだ

と思っております。 

 

会 長： そういうふうに考えていただいていることが分かっただけでもありがたいで

す。あの会社は取れてないなという目で見るのではなく、社長は社長で計画的

なその生産体制、ジャストインタイムで在庫がないとかね、そういった企業経

営の中で、産後パパ育休はなかなか実際会社では難しいところがあることも、

私どもも理解して、お互いが理解しないといけないという気持ちもあったので、

ちょっとお尋ねしました。 



 

 全員発言ということで今日はよかったなあと思っております。 

  では、その他も含めて、言っていただいたようですので、これでだいたい出

尽くしたと思いますけども、先程の説明中に紙おむつ処分は京丹後でもして

いるんだということで、ひと月ぐらい前かな、新聞にね、長岡京市が紙おむつ

を持ち帰りしないようにするとは出ていました。その記事の中に京丹後市は

すでにそういうことも取り組まれているということを読んで、子育て環境日

本一を標榜している京丹後市、京都府もそういうことしていますけども、さす

が先進的な取り組みをしているんだな、衛生面だけではなく、保護者の負担の

面からも、大変素晴らしいことだなと思って見ておりました。 

  そういうことを目指している市ですので、委員の皆さん、市に対してハード

ルを上げてもらって、もっとこんなこともしたらどうだ、こんなことができと

らんとかね、どんどん言っていく場にしていったらと思います。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

  最後に閉会の挨拶を副会長さんからお願いします。 

 

副会長： 大変お忙しい中、熱心にご意見を出していただきましてありがとうござい

ました。このメンバーには是非とも、その子育てに関しての情報をこの会議の

場でたくさん提供をしていただけると、いろいろ考えたり意見を言ったりす

るのに、深みも出てくるかなと思っています。例えばさっきの補助金ですけど

も、令和４年度１００万円の補助金に２件申請があって、これは令和４年度に

もう事業が始まっているっていうことであれば、どこがどんなことしている

のか、すごくいいことをされてそうなところが、申請された制度なので、そう

いうようなことも含めて、いろんな情報を提供していただけたらなと思って

います。それから、皆さんも登録されているかと思うんですけども、京丹後市

の公式ＬＩＮＥで子育ての情報を選ぶとやってきますので、そういうところ

でも情報を取っていただいたらいいかなと思います。 

  皆さんの色々なご意見をいただいて、これからもよろしくお願いしたいと

思います。本日はどうもありがとうございました。 


