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第 3回安中市子ども・子育て会議 

 

■ 開催日時  平成 26年 3月 26日（水） 午後 13時 30分～15時 50分 

■ 開催場所  安中市役所 305会議室 

■ 出席委員  13名 

■ 出席者 

  [委員] 

千葉 千恵美 会長 田島 美紀恵 委員 黛  輝 美 委員 

白井 久美子 副会長 小林  藍子 委員 熊 谷  薫 委員 

篠原  晴美 委員 萩原  和子 委員 今村 井子 委員 

今井  康雄 委員 森田  房枝 委員  

吉田  京子 委員 藤巻  康喜 委員  

  [市側（事務局含む）] 

保健福祉部 部長 小板橋 昌之 

保健福祉部子ども課 課長 三浦 尚明 

保健福祉部子ども課 子ども育成係 係長 大野 礼子 

保健福祉部子ども課 子ども育成係 主任保健師 中澤 貴里子 

保健福祉課福祉子ども 係長 桑原 孝宇 

  

  [その他出席者（アドバイザー）] 

㈱ジャパン総研（１名） 

 

■ 資料 

資料１ 推計人口について 

資料２ ニーズ量算出の手順概要について 

資料３ ニーズ量算出結果について 

資料４ 次世代育成支援行動計画目標事業量の設定 

資料５ 安中市における子ども・子育て支援の取組状況について 

資料６ 地域子ども・子育て支援事業について（国の資料を抜粋） 

 

■ 議題 

（１）推計人口について 

（２）ニーズ量算出の手順概要について 

（３）ニーズ量算出結果について 

（４）安中市における子ども・子育て支援（病児保育事業について） 
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【議 事】 

１．開会 

会  長：年度変わりお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。それでは、第３

回安中市子ども・子育て会議を開催したいと思います。開催にあたりまして、委員の半数以

上が出席ということで、会議が成立いたしますので、会議を始めたいと思います。 

 

２．議題 

（１）推計人口について 

事務局（ジャパン総研）から資料１に基づいて説明 

（質疑なし） 

 

（２）ニーズ量算出の手順概要について 

事務局（ジャパン総研）から資料２に基づいて説明 

（質疑なし） 

 

（３）ニーズ量算出結果について 

事務局（ジャパン総研）から資料３に基づいて説明 

（質疑） 

会  長：７頁の子育て短期支援事業と８頁のファミリー・サポート・センター事業はゼロとなって

いますが、安中では実施していないためにゼロだったのでしょうか。 

コンサル：利用意向をうかがった結果ですが、実施していない事業であるためか、ニーズがゼロとい

う形になっています。 

今井委員：病児・病後児の数字の訂正部分をもう一度お願いします。 

コンサル：27年が 2026人となります。31年が 1854人となります。 

吉田委員：単位の人日という意味がよくわかりません。 

コンサル：ワークシート上、人日単位での表示となっているもので、延べ人数を表しています。 

藤巻委員：例えば１人の子どもが３日利用すれば、３人日ということですね。 

吉田委員：病児保育は本日の議題に入っていますが、27年度に 2026人日はどのように理解したらよ

ろしいのですか。 

事 務 局：調査の結果見込まれる数値ですが、安中市の場合は、病後児保育だけをやっているので、

その辺りを踏まえて、量の見込みについてはさらに分析・検討を考えていきます。 

市で実施している病後児保育の平成 24年度実績は 65名ですが、アンケート結果からみるニ

ーズ量はで大きな人数になっています。調査では希望が高くなる傾向があるので、実際の利

用と異なる部分もあるかと思います。 
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今井委員：これは利用希望の人数で、実績ではないとういうことですね。 

藤巻委員：現在の提供体制がニーズより少なければ整備計画を立てる必要があるため、まず、ニーズ

を把握するということですね。 

会  長：あれば利用したいという人がいるということですね。 

今井委員：これは病児も含めた利用意向ということで、増えてくるというところもあるかもしれない。 

篠原委員：１人で３日預けたいとなれば、この表は、何人の方が利用を希望しているという数値がわ

かるとよいのでは。 

コンサル：国の提示したワークシートに基づくものなので、今後は、その辺りの数値も整理していき

ます。アンケートでは、あれば利用したいということで○を付けている方も多くいらっしゃ

るので、数値自体は今後精査していく必要があると考えています。 

吉田委員：対象は全家庭ですか、ひとり親や共働きが対象ですか。 

コンサル：ひとり親や共働き世帯で、専業主婦（夫）のいる世帯は除いています。 

事 務 局：病児・病後児保育の利用が多く出ている一方で、ファミリー・サポート・センター事業や

ショートステイ事業は、希望がゼロとなっているので、この辺りも検討していきます。 

森田委員：知っていればニーズもあると思いますが、安中市では行っていないということで、回答し

なかったとも考えられます。 

コンサル：調査票には、市で実施している事業については、事業の紹介をして回答していただくよう

な形にしていますが、十分に認知されていないところもあるかと思います。設問は今後の希

望として聞いていますが、馴染みがないため利用希望がなかったものもあると考えられます。 

萩原委員：病気といっても重いものから軽いものまで色々ありますが、全部含めてですか。 

事 務 局：病児をやっている市町村に調査したところ、インフルエンザなどの感染症もみてくれるよ

うです。利用にあたっては、まず病院に行って、先生に預けても大丈夫だというご判断をい

ただき診療証明書を書いてもらってから利用できるという形で実施しているようです。 

藤巻先生：病気の子どもは、良くなっている時、悪くなっている時、一目見れば大体分かるものなの

で、快方に向かっていく場合に、そうした証明書を出しています。 

 

（４）安中市における子ども・子育て支援（病児保育事業について） 

（質疑） 

事務局から資料４、５、６に基づいて説明 

（本日欠席の委員からの病児・病後児保育に関する意見を事務局が代読） 

名古屋委員：病気になった児童の看護は、共働き世帯には大きな問題だと思う。長く休むことは大き

な負担にもなるので、早期設置が望ましいと思います。 

岡本委員：ニーズ調査では利用したいと思わない回答が多く、子どもが病気になったときに休暇をと

れるシステムがあると良いと思います。病児保育は病状によって長期休暇が必要な場合もあ
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り、疾病によって受け入れ制約もあると思うので、実際の利用希望が少なくなると予想され

ます。利用者数も安定せず、医師や看護師の確保も困難なので、地域医療で連携して必要な

保育園に派遣するシステムであると実施できるのでは。必要とする方もいるので、困ったと

きに受け入れられるよう、市内で確保を検討すべきだと思います。 

高麗委員：預ける人がいなくて仕事を休まなければならず、本当に困っている保護者にとっては切実

だと思います。しかし、利用の際にかかりつけ医の受診が条件といっても、病状が悪化する

ことや命に関わることがあるかもしれないと思うと課題はたくさんあると思います。預ける

ことが可能な病気の基準、十分に対応できる施設・設備、人員の確保など、あらゆる場合を

想定しての対応マニュアルなども必要であり、医師や看護師がすぐに対応できる体制でない

と心配です。小さな子どもは具合の悪いときなど、親がそばにいるだけで安心します。また、

子どもをみることで、親としての自覚も深まり、親子の絆も高まると思います。そう考える

と、子どもの具合の悪いとき、親が安心して休める社会体制や職場体制をつくるための支援

が最も大切なように思います。 

立川委員：子どもが病気やけがをした場合、多くの母親が仕事を休んで子どもの面倒をみたことがあ

ると答えています。病児保育を利用希望者は、利用したくない人の半分以下であるものの、

必要としている方はいらっしゃいます。20年近く前に見学した東京の小児科医に併設した病

児保育では、保育室は２部屋あり、１人１部屋を使うので、１日２人に限定、保育士も１対

１で行っていました。医院の中にある施設は、保護者も安心して預けられるようで、遠くか

らの利用もあるということでした。子どものお迎えが済むと、寝具やおもちゃ、あらゆるも

のの消毒を行っていました。他県から転勤等で転入された方は、近くに祖父母や親せきがい

ないので、一時預かり保育、休日保育、病児保育・病後児保育があると、子育ての不安や仕

事への心配が少しでも軽減されるのではないでしょうか。 

今井委員：病児保育を中心的な議題として取り上げるのはなぜでしょうか。 

事 務 局：去年の暮に保護者の方から市に相談があり、市長にもお話に行かれました。他の保護者の

方からも相談を受けているので、皆さんにもご意見をうかがうため、議題として取り上げさ

せていただきました。県内では４、５か所で実施していますが、医師会との連携や、小児科

の先生が２人体制のところでないと難しいということでした。安中市の現状では実施が難し

い状況ですが、重要な課題でもあるので、検討していただきたいと思います。 

藤巻委員： 13 事業の中で未実施のものについて検討した場合、７番目のファミリー・サポート・セ

ンター事業については計画の見込みはあるが、子育て支援短期事業と病児保育の２つは目途

がたっていないので、この辺り重点的に攻めていきたいということですね。 

今井委員：未実施なのか、要望が強いのか、緊急性があるのか、ということを端的に説明してくださ

い。延長保育などは、日常的に親にとっては非常に重要です。ここでは保育園事業の用語が

出ていて、幼稚園では預かり保育といって言います。私の幼稚園でも、朝は７時半から夕方
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も６時半まで受けていますが、その辺りがここでは欠けているのが残念だなと思いました。

親御さんにすれば、できるだけ柔軟に対応してほしいというのがあると思います。そうした

様々なニーズがある中で、病児保育が出てきたという背景についてお聞きしました。 

吉田委員：次世代育成支援行動計画は厚生労働省のもので、幼稚園による幼児教育の部分が欠落した

まま、安中市においても次世代育成支援行動計画は作られています。27年度からは新制度の

下、ニーズ調査も就学前の児童のいる世帯を対象としています。資料として過去のものが出

てくるのは仕方ないのですが、新しい視点で考えほしい。今までのものに新しい事業を加え

るだけでなく、幼児教育を含めた新しい視点で組み立ててほしいです。子どもに対する視点

として、保育だけでなく、広い視点で構築してほしい。 

コンサル：子ども・子育てという新しい枠組みの中で、教育の重要性が再認識されたところだと思い

ますので、今回は、総括部分も含めてということで、次世代のお話をさせていただいたとこ

ろですが、来年度に向けて計画を作っていく中で、幼児教育の在り方に関する視点も盛り込

んだ形で進めていければなと考えております。 

萩原委員：病児保育を取り上げたのは、ニーズ調査で必要性があるというところで取り上げたのかと

思いましたが、その辺りはどうなのですか。 

事務局(課長）：病後児保育は浸透してきていますが、病児保育は未実施のところも多く、国としても

重点的に取り組んでいきたいと考えているようです。国の補助制度でも、病児保育について

は力を入れてくるだろうというところがうかがえます。ただし、医師会の協力や費用もかな

りかかり、採算がとりにくい事業でもあるため、どこの自治体でもなかなか取り組めないよ

うです。新制度にある事業は、概ね市が取り組める事業ですが、病児はそういうわけにはい

きません。病後児の場合は看護師さんがいて、何かあればすぐに医者に連れて行けるという

もので、比較的取り組みやすいものでした。その病後児保育も、開始当初は利用が少なく、

１年目は補助がもらえない状況で、2 年目でようやく補助対象となり、継続しているところ

です。県内の他市の状況をみると、富岡市が平成 26 年度から病後児保育をやるということ

で、全ての市で実施となります。なお、ファミリー・サポート・センター事業については、

安中市だけが実施していないため、早期に取り組む必要がありますが、ミニサポ事業が立ち

上がるという話がありますので、市としてはそれを見守る形で検討して行く方向です。その

ため、現時点では、安中市にとって病児保育事業が費用的な面からも、最も決断の難しい検

討すべき事業ということになります。一事務担当が動いたところで難しいため、子ども・子

育て支援会議でご意見をいただいて必要性があるということであれば、市長に判断をしてい

ただくにあたって、大きな力になるのではないかと思い、提案をさせていただきました。先

ほど、藤巻先生（委員）が帰られましたが、先生の意見もいただき、市として取り組む必要

があるのか、皆さんのご意見をまとめていただいて、市長に提言していただければと思いま

すので、その辺りを踏まえてご協議いただければと思います。 



6 

篠原委員：公立碓氷病院の中で対応していただく方向性はないのでしょうか。 

事務局(課長)：市民の方から市長にお話があった時に、公立碓氷病院に確認しましたところ、場所が

ないということでした。ただ、その方は非常に困っているので、引き続き検討していただき

たいということでした。その後、公立碓氷病院の関係者に話したところ、場所をつくる、あ

るいは探すなど、いろいろと方法はあると思うので、その必要性に応じて検討していくとい

うことでした。あと、小児科の先生で協力していただける方がいれば、市で場所を確保し、

必要な人員を確保する形もあると思います。ただし、原市保育園で実施するということにつ

いては、病気の子どもが通常の保育園児のそばにいるとリスクが高くなるので、これは難し

いと思います。病後児もリスクはありますが、病児になると一層リスクが高くなりますので、

できれば病院関係の施設の中、あるいはそばが良いかと考えております。難しい事業である

ことなど踏まえつつ、その必要性についてご協議いただければと思います。県内では、前橋

市、高崎市、太田市などが実施しています。 

森田委員：人員的に、医師、看護師、保育士が必要で、保育というよりも、特別な事業として考えた

方がいいのですか。 

事務局(課長）：入院してしまえば、保護者の方は病院側に子どもを預けて仕事に行けるわけですが、

入院にいたらない病気の保育に欠ける児童ということなので、保育の対象児童ということに

なると思います。病児保育は、病状が急変しやすいと考えられますし、インフルエンザの場

合、A型、B型とあれば、それぞれ分けなければならない。病児保育は、急に必要となる事

業なので、看護師さんの雇いあげるとなると大変ですし、事業の採算性として最も困難な事

業となります。お医者さんでやられているところも、かなり社会貢献的な側面から覚悟して

やっていただいているようです。そのため、先生方の協力が必要であり、行政側とかみ合わ

ないと難しいです。前橋市は、済生会がやっていますが、もともと施設敷地内に保育施設が

あって、そこに病児をつけたようです。施設外でやっているところもあるようです。 

今村委員：病児保育をやってほしいとなったときに、公立碓氷病院でやれないのであれば、施設外に

そうした場所をつくって対応してくれると考えてよろしいのでしょうか。あと、現状の病後

児保育が利用者は、多くが原市保育園を利用されている方だと思います。周囲の話によると、

実際には使いにくいようです。病児保育は赤字になるおそれがあるのならば、お母さん達が

使いやすいように聞き取りなどをして、より使いやすい形を考えていく必要があるのではな

いでしょうか。病後児をもう少し充実させていくという方向も同時に考えていただきたい。

前橋市は５人ぐらいのキャパシティがあるようですが、２人程度の利用が多いと聞いていま

す。安中市の人口レベルでは、どのくらいが必要なのか、よく検討していく必要があるかと

思います。全国病時保育協議会などに参考になるものがあるのではないでしょうか。 

篠原委員：病後児保育を利用しているお子さんは、実際にどういう病気で利用しているのですか。 

事務局(課長）：今村委員からの質問ですが、ご意見が出たから、そのまま通るというわけではありま
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せんが、子ども・子育て会議の意見として、市長に意見を上げるというのは、かなり意味が

あることだと思います。事務局からの意見、あるいは、市民が来庁しての意見とは違ってき

ます。関係者の代表の方が集まっていただくこの会議で多角的に検討していただいて、採算

がとれなくても安中市に必要な子育て支援であるというご意見をいただければ、その意見を

市長にあげて判断していただけます。市長の判断の中で、事務局に指示がくれば、事務局で

研究、検討して、実施に向けて取り組んでいくということになります。 

現在利用している病後児の子どもは、病気の内容については、詳細は把握していませんが、

一般的なもので、深刻な病気はないようです。おそらく、風邪やインフルエンザなどが多い

のではないでしょうか。ただ、記憶の中では、１回だけ状態が急変して病院に連れて行った

ことがあると聞いています。 

原市保育園の利用者以外の方については、実際、利用は少ないようです。調査したところ、

慣れない保育園では預けにくい、子どもがかわいそうだと考えるようです。他の保育園の利

用者さんに病後児保育を紹介しても、預けたくないので、ここで預かってくださいとおっし

ゃられる方もいるようです。そういう面から、各保育園に病後児を受入れられる体制も考え

ていかないといけないのかなと思います。ただし、どこの保育園でも看護師さんを１人配置

するというのは費用的にも大変です。また、現状の利用状況からみると、原市以外にもう１

箇所というのも、難しいかと思います。病後児をもう１箇所つくるか、病児保育を 1箇所つ

くるか、その辺りも合わせて検討していただければと思います。 

小林委員：私立幼稚園の父母会の理事会では、病児保育の必要はないという意見でまとまりました。

病児をつくるのであれば、10時ぐらいまで預かれるようにして欲しいという意見が少数あり

ました。他に、完全看護ができる小児科病棟がほしい、出産できる産婦人科がほしい、あと、

男性が子育てのために休める環境も整うと良いという意見がありました。 

今井委員：補足しますと、幼稚園の理事会なので、基本的に対応できる方々ということで、自分達の

ニーズはないということです。問題は、子どもが病気で休みたいのに、休めないというとこ

ろだと思います。親も子どもも離れたくないのに、離れざるを得ない、そういう勤務状況と

いうのが、男性を含めて課題であると思います。保育園や幼稚園でも、先生が長く勤められ

ないところが一杯あります。結婚したから、お子さんができたから、保育園や幼稚園に勤め

られなくなるということは、自分のところのお客さんが来なくなることとなり、少子化につ

ながると思います。私のところでは、子どもが病気になったら休みなさいと言っています。

臨時の人にお願いして、休めるようにして、長く勤められるようにしています。育児短時間

勤務をとってもらっていまして、何とかやりくりをしています。それぞれの職場がしっかり

とそういうことをやっていけるかどうかが重要だと思います。病児保育はあった方がいいと

思います。どうしようもない、切羽詰った人がいますので、実現してほしいと思います。女

性の働く環境の改善についても、声を大にして言っていかないと、だめなのではないかと思
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っています。 

吉田委員：子どもが病気のときは、親も子どもをみてあげたいし、子どももお母さんにそばにいても

らえると安心でき、お母さんが一番の薬かなというぐらい、親の存在が大きいと思います。

一方で、比率は低くても、利用を希望している方はいらっしゃいます。預けられる人がいな

くて、困っている人たちがいるので、病児保育もあるべきではないでしょうか。子どもを育

てるなら安中市とうたっているのであれば、財政がどんなに困難であっても、場所が困難で

も、お医者さんがいなくても、立ち上げるのだという意志が大事だと思います。 

副 会 長：ひとり親家庭などは必要ですよね。最近もベビーシッターに預けて事件が起きました。子

どもを見ず知らずの人に預けてという意見もありますが、ひとり親のお母さんにしてみれば

やむを得ない。少数の方でも見過ごされないようにすることが大切かと思います。 

今井委員：今回事務局が、こうして提案していただいているので、行政も議員さんも関心を持ってい

らっしゃる方がたくさんいるので、ここでは意見が一致したということで、上にあげていた

だければと思います。 

小林委員：理事会の意見では、完全看護という意見がありましたが、もう少し入院の基準をゆるくし

て病院で受け入れていただけないのでしょうか。 

事務局（課長）：貴重なご意見ではありますが、病院の入院基準をということでは、市レベルではな

く、国レベルの対応の問題になると思います。ここでは、現場のできるところでの対応とい

うことで、検討していただければと思います。 

森田委員：病院に入院という形ではなく、訪問看護など、病院の先生と看護師さんとが訪問するとい

う形はどうでしょうか。 

事務局(課長)：以前、吸引の必要なケースがあり、原市保育園の看護師さんにご協力いただいて凌い

だケースがありますが、一時的なものなので、制度的に福祉課の方で保育園から小学校に、

そうした子どもが継続した支援を受けられるような体制を確立しておく必要があるのでは

ないかと、取り組んでいるものがあります。そうした意味で、今のご意見も含め、病児保育

以外の方法でも可能性があれば、検討していきたいと思います。たとえば、ファミリー・サ

ポート・センター事業でも対応できるのであれば、検討していく方法もあるかと思います。

市の現状として病気のお子さんを預ける方法がないので、さきほど事件の話がありましたが、

預ける先があれば防げたのでないかということを考えると、取り返しのつかないことが起こ

る前に、きちんとした制度の中で、対応できると良いかなと考えております。 

篠原委員：ミニサポは、病児はだめなのですよね。 

今村委員：素人のママ達がとりあえず困っている人たちを助けたいというところから始めたものです。

ただ、何件かの問い合わせがあって、待ちが始まっている状態です。シングルの方も増えて

いて、今日も午前中に２件問い合わせがあり、切羽詰っている方が色々なところにいらっし

ゃるのだなと思います。ただ一方で、保護者が休みやすい社会環境もとても大切だなと思い
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ます。安中市では子育て支援認定企業として県から６企業、認定されています。小学生まで

のお子さんのいる場合、お子さんが病気になったときは休んで良いだとか、残業は求めない

だとか、色々と取組まれている企業もあるようです。今回の会議の意見がダイレクトに市長

さんにいくということですし、企業をサポートしますよというスタンスが浸透すると良いな

と思います。 

篠原委員：社会福祉協議会で「きずな」という有償ボランティアがあり、高齢者へのサービスやお子

さんの預かりもしています。時間や曜日などの設定で使いにくいというところもあるかと思

いますが、お子さんの預かりの利用は少ないようです。そういう事業があることが安中市民

に認知されていないのかなと思います。民生委員としても先々で紹介はしていますが、なか

なか認知されにくいところでもあります。 

コンサル：調査速報では、子育て支援の満足度では、普通という評価が多い中、情報面では不満度が

比較的高くなりました。情報の提供は多くの費用をかけずに、工夫することでできるものも

あると思うので、これからの子育て支援策の中でも考えていく必要があるかと思います。 

森田委員：民生委員の中でも見回り訪問というのがあり、０、１、２歳の全家庭を訪問するのですが、

そのときに「きずな」のことも含めて、私達なりにがんばって冊子を作って赤ちゃんのいる

家庭を回って配布していますが、それがどこまで浸透しているのか。 

吉田委員：必要としているのは、赤ちゃんのいる家庭だけではないと思うので、もっと配ってはどう

でしょうか。 

篠原委員：訪問して配布するのとは別にどこかに置いといて、必要な人が持っていけるようにすると

良いかもしれませんね。 

森田委員：私達は虐待防止のために、お母さんと赤ちゃんを訪問しようということで始めましたが、

こういうニーズがあるのであれば、色々な方にお知らせしても良いのかなと思います。 

会  長：安中市の中で色々サービスが受けられるというのは大きな財産でもあるので、それを行政

と一緒に取り組んで周知していくと良いですね。 

吉田委員：情報の発信の仕方が、子ども課は子ども課、健康づくり課は健康づくり課、社会福祉協議

会は社会福祉協議会と、それぞれになってしまっているところがあるのではないですか。 

森田委員：それを民生委員がまとめているといったところです。市をあげて情報を広げていくことが

大切です。 

会  長：本日は、安中市のこれからの子ども・子育てということで、皆さんから活発なご意見をい

ただきました。病児保育についてはニーズは多いものではなくても、安中市では対応してい

くべきだということと、また、産婦人科がないということも大きな問題です。妊娠からつな

げて子どもの育成というところまで広げて、そこに病児保育が入るという形の大きな支援が

必要ではないかと思いました。事務局でもこれから安中市の子育てのあり方、子どもを育て

る環境、仕事の仕方など、どのように対応していくかということも踏まえて、できるだけ子
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育てしやすい環境づくりを進めていただくということで、第３回のまとめにしたいと思いま

す。 

事 務 局：長い時間ありがとうございました。次回の会議は、５月頃になるかと思います。 

事務局(課長)：今回、こちらから病児保育について提案させていただきましたが、安中市の子育て施

策は色々ありますが、委員さんのほうでも色々な形で関わっていると思いますので、何かあ

りましたら、委員さんの意見として提案していただけたらと思います。 

  

会  長：長時間ありがとうございました。 

それでは、第３回安中市子ども・子育て会議を閉会させていただきます。お疲れ様でした。 

 

４．閉会 

 

 

 


