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１ 日 時 
令和３年１０月１４日（木） 

午後１時１５分～午後２時３０分 

２ 場 所 防府市文化福祉会館３階４号大会議室 

 

 

 

 

 

 

３ 出席者 

【委員】 

岩城委員、村田委員、池永委員、今川委員、岡田委員、 

松田和彦委員、土井委員、上司委員、島田委員 

柴田委員、東福委員、松永委員、山崎委員、宮本委員、 

内田委員、正長委員、山野委員、藤井委員 

※欠席 松田孝子委員 

【行政推進委員】 

秋重健康増進課長、 

阿武学校教育課主幹 

【事務局】 

藤井健康福祉部長、永松健康福祉部次長、 

桑原子育て支援課長、大濱子育て支援課長補佐、 

三輪子育て支援課子育て支援係長、 

西上子育て支援課保育係長 

４ 傍聴者 なし 

５ 議 題 

（１）第２期防府市子ども・子育て支援事業計画の令和２年度

事業実績報告等について 

（２）子ども・子育て支援に関する新型コロナウイルス感染症

緊急対策事業実績報告について 

（３）その他 ①第５次防府市総合計画について 

 

１ 開会 

 

２ 委員紹介 

○ 名簿の確認により省略。 

 

３ 会長・副会長選出 

○ 防府市子ども・子育て会議条例第５条の規定に基づき委員の互選で、会長

及び副会長を選出することになる。 

→ 立候補、推薦ともに無いため、事務局案を提示。 

(事務局案) 会長 正長清志委員、副会長 東福和美委員。 

→ 事務局案に多数の委員からの拍手がある。 

○ 会長に正長清志委員、副会長に東福和美委員を選出。 
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４ 議事 

○ 会議の成立 

【事務局】 

・出席委員１８人で総委員数の１９人の過半数を超えており、防府市子ども・

子育て会議条例第６条３項の規定により、会議の成立を宣言。 

 

（１－１）第２期防府市子ども・子育て支援事業計画の令和２年度事業実績報告

について 

○ 令和２年度から第２期計画に移行し、施策の体系はそれに対応している。

掲載されている事業は、主な取組・内容としている。 

○ 令和２年度の事業実績の中で、事業評価が A,C（B 以外）の事業を以下の

とおり報告する。 

１ 子育て家庭を支援する体制づくり 

（２）養育支援の充実 

「放課後児童対策（留守家庭児童学級等）の充実」 

令和２年度の留守家庭児童学級は新田小学校に１学級増設し、２８ヶ所で

運営している。低学年の待機児童が発生しないよう受入れをする必要がある

ことから、今後の方向性はＡの積極的に推進するとしている。 

 

「発達支援体制整備事業」 

各保育所で集団保育の可能な障害児を受け入れができる環境整備をする

ものであり、保育所の受入れやすい体制整備を行うために事業を見直すＣと

している。 

 

 「図書館の児童奉仕行事の充実」 

図書館利用を促進するために、子ども読書フェスティバル、図書館まつり

などの行事を開催するものであり、ボランティアサークルと連携協働してい

る。内容の更なる充実を図るため、積極的に推進するＡとしている。 

 

 「子ども食堂（地域食堂）の普及啓発」 

子ども食堂の普及啓発を行っている「こども食堂ネットワーク協議会」の

活動を支援するため、事務局である市の社会福祉協議会へ補助金を交付して

いる。令和３年度の現時点では、市内１２か所で子ども食堂が運営されてい

るところであり昨年度より２か所増加している。 

今後も各子ども食堂が安定した運営ができるよう普及啓発を積極的に行っ

ていく必要があることから、今後の方向性をＡとしている。 
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３ 心身の健やかな成長を育む教育環境づくり 

（１）学校の教育環境の整備 

「学校運営協議会（コミュニティスクール）」 

保護者や地域の代表からなる学校運営協議会により、地域の意見を教育活

動に反映させることで、地域に開かれた学校づくりを図る。今後も各地域の

関係機関・団体と連携して積極的に推進していくＡとしている。 

 

「富海水泳講習会の開催」 

令和２年度はコロナウイルス感染防止のため中止となっている。 

事業内容については、近年、猛暑日が多くなり熱中症のリスクが高く、参

加する児童・生徒の安全を確保することが難しくなっていることから、今後

の開催内容については見直しのＣとしている。 

 

（４）「食育」の推進 

「食育推進の集いの開催」 

広く市民の方に食育のための理解・関心を深めてもらうために、食育を含

めた健康づくり全体をテーマとした集いとして見直しをするためにＣとし

ている。既に「健康づくりの集い」として８月に実施している。 

 

６ 安心して子育てできる安全な環境づくり 

（２）生活環境の整備 

「防災公園の整備」 

メバル公園と呼ばれている新築地の防災広場において、公園の快適な環境

の提供を目的として、関係機関に管理委託を行うため、積極的に推進するＡ

としている。 

 

【委員】 

障害児が保育所から入所を断られるという話を聞く。どこに相談したらよ

いのか。 

【委員】 

  色々な保育所に入所できるか確認すれば、入所しやすいと思う。 

【委員】 

  まんまる防府などの相談機関で、保育所入所の支援ができるのでは。 

【事務局】 

保育係の利用者支援やこども相談室の子ども家庭総合支援拠点とまんま

る防府が連携し、そのような相談に対する支援を図りたい。 
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（１－２）子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保の内容につい

て 

【事務局】 

○ 防府市子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援新制度におけ

る「教育・保育」と「地域子ども・子育て支援事業」の提供体制の確保等

を図るために策定し、策定した後も継続的に実施状況の点検・評価見直し

を行って、より地域の実情に合った 計画にする必要がある。第２期事業

計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間の計画。 

○ 表の①教育【１号認定、２号認定】は、３歳～５歳の年齢で、幼稚園と認

定こども園の幼稚園部分に通う児童。②保育【２号認定】は、３歳～５歳

の年齢で、保育所と認定こども園の保育所部分に通う児童。③保育【３号

認定】は、保育所と認定こども園の保育所部分、特定地域型保育事業を行

う施設に通う児童。 

○ ①教育【１号認定、２号認定】につきまして、令和３年度は実績の需要量

に対して提供量は確保できている。②保育【２号認定】は、実績の需要量

に対して提供量が追いついていない状況。今年度も同様となっているが、

保育施設には柔軟に受入の対応していただき、年度当初にはすべて受入

が出来ている状況。③保育【３号認定】も、需要量に対して、提供量が追

いついていないが、２号認定同様、保育施設には柔軟に対応していただき、

年度当初は待機児童が発生していない状況。 

受入体制の整備については、今後も国からの制度改正の情報収集に努

め、保護者が安心して子どもを生み育てることができ、仕事と家庭の両立

ができるよう、受け入れ体制の充実と保育施設の確保に努めたいと考え

ている。 

○ （２）地域子ども・子育て支援事業については、⑩病児保育の２年度の実

績が少ないのは新型コロナウイルス感染症の影響により利用が控えられ

ているため。⑪放課後健全育成事業は、防府市の小学校に設置している留

守家庭児童学級と、福祉センターに設置している留守家庭児童クラブの事

業であり、令和３年５月に待機児童が発生している学校区はあるが、３年

生までの低学年児童に待機児童が発生しないように努めている。 

 

【委員】 

留守家庭児童学級が今後不足する場合はどうするのか。計画において松

崎留守家庭児童学級は受入れが困難となっている。また、定員超過となりそ

うな学級に対するコロナ対策は。 

【事務局】 
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低学年は留守家庭児童学級で受入れができるようにしたい。松崎留守家

庭児童学級は今後１学級増設する方向で考えている。 

定員がいっぱいの学級でも毎日全員が来ている訳ではないので、その中

で密にならないようにするとともに、コロナの感染予防対策を徹底してい

る。 

 

（２）子ども・子育て支援に関する新型コロナウイルス感染症緊急対策事業実

績報告について 

〇 昨年度は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止や影響を受けた方に

対する感染拡大防止や落ち込んだ経済対策などで補正予算を確保し、各課

が事業を実施している。 

 

【５月補正予算】 

 幼稚園や保育所に対して、感染症拡大防止のために補助金を１施設１０万

円支給している。 

 ０歳から中学生のいる子育て世帯へに１人あたり１万円を給付している。 

 

【６月補正予算】 

 ひとり親世帯臨時特別給付金を１世帯あたり５万円、第２子以降 3万円を

加算して支給している。家計急変に伴い収入が減少した方に対しては、追加

給付も実施。 

 保育施設に従事される職員の方に１人あたり１万円の激励金を支給して

いる。激励金は、医療機関、介護施設などに従事される方も対象。 

保育施設等へさらに１施設５０万円支給し、消毒液やマスクなどの購入を

支援。公立保育所である江泊・とのみ保育所２園の換気設備を整備している。 

 小中学校に対しても、臨時休業を補うための夏休みの授業に対する昼食費

の補助を行っている。学校施設においては蛇口のレバー化、トイレの様式化

を実施するとともに、感染防止用品の配備を行っている。 

子ども食堂の安定した運営を目的として「こども食堂ネットワーク協議会」

の取組を支援している。 

 

【９月補正予算】 

 妊産婦健康サポート事業を実施し、妊産婦に米野菜、魚１万円相当を３回

支給するとともに、心のサポートとして Web 相談できる体制整備もしてい

る。米野菜については JA に、魚については漁協の協力を得て事業を実施し

ている。 

 第３子以降の子どもの入学後に配布していた商品券を入学前に前倒しで、
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１人５万円の入学おめでとう商品券として配布している。 

 

【１２月補正予算】 

 ひとり親世帯臨時特別給付金を６月に実施したのと同様の内容で、再支給

している。 

 

（３）その他①第５次防府市総合計画について 

【事務局】 

〇 「輝き！ほうふプラン」は昨年度策定され、計画期間は令和３年度から令

和７年度までとなっている。 

 第１章まちづくりの基本目標において、この計画は、基本目標を「明るく

豊かで健やかな防府」の実現としている。重点プロジェクトの推進が必要で

あり、第２章に「２未来を拓く子どもの育成」として掲載されている。 

 

（１）子どもが健やかに育つ環境づくり 

子育て世代の希望がかなうよう、妊娠前から出産、子育てまで切れ目のな

い支援を行う。そのために、本市独自の子ども・子育て支援として「ほうふ

っ子応援パッケージ」を設定し、葉酸サプリメントの配布や木のおもちゃの

贈呈に加えて、妊婦健康サポート事業と子どもの誕生・成長サポート事業を

新規に計画に盛り込んで実施している。 

妊婦健康サポート事業は妊婦に米・野菜、魚１万円相当を３回支給、１人

あたり３万円相当の食材を支給するもの。子どもの誕生・成長サポート事業

については、出生時のお祝いとして、同様に米・野菜、魚を１万円相当お贈

りするもの。妊婦のとき３回、出生のお祝いで１回食材をお贈りし、食育に

も資する事業になっている。これらの事業により、親が安心して子育てがで

き、全ての子どもが安全に成長できるようなサポート体制を充実させる。 

（２）教育のまち日本一の学びづくり 

将来のデジタル社会を見据えた教育を実施するために、児童生徒１人１台

端末のＩＣＴ環境を活かした教育の推進により「つながる・広がる・深まる

「防府スタイル」の学びを実施する。 

（３）子どもを守る安全・安心対策の推進 

子どもの交通安全対策として、通園・通学路やお散歩コースなどの安全を

確保するため、自動車運転手に注意を促す、キッズゾーン・スクールゾーン

を整備する。キッズ・ゾーンとは国や県が主導する、令和２年度からの新規

事業であり、保育施設等の周辺の道路に、緑色の下地に白色の文字を塗装し、

自動車運転手へ注意喚起を行うもの。令和２年度に、既に６か所の保育施設

などで実施しており、令和３年度も数か所設置する予定。 
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放課後に保育が必要な小学３年生までの低学年児童を放課後児童クラブ

で受入れできるように、体制を充実させる。 

 

【委員】 

 補正予算の妊産婦健康サポート事業と総合計画における妊婦健康サポー

ト事業及び子どもの誕生・成長事業の関係は。保護者から、不在が多いため

配送ができず、米・野菜をＪＡから受領するのが困難だという声があった。 

【事務局】 

妊産婦健康サポート事業は、コロナ禍の中、妊産婦の方が外へ出ず米野菜

などを受領できるように配送する事業としており、新年度事業では妊婦時に

３回、子どもの出生後に１回、米・野菜、魚を配送する事業として発展させ

ている。配送体制については、今後妊産婦の方が受け取りやすいように考え

たい。 

 

【委員】 

事業実績報告の中で第３子以降にのみ商品券を交付する事業があるが、

ひとりひとりの子どもに差がでないよう、すべての子どもに対する事業の充

実させた方がよいのでは 

【委員】 

子どもが入学する際には、経費が掛かり大変だという声を聞く。祖父母が

ランドセルを買うのも時期が遅くなる。すべての子どもに市からランドセル

を支給してはどうか。 

【事務局】 

すべての子どもを対象にして、ランドセルを支給するなどの事業も検討す

る必要があると考えている。 

【委員】 

 体が小さい子どもが重いものをもって通学することは大変であり、軽い

ランドセルを支給したらいいのでは。 

【委員】 

 ランドセルは重く、教科書を入れて毎日持っていくのは大変だと思う。こ

れからはタブレット端末の持ち帰りが普通となってくるのでは。 

【行政推進委員】 

  学校では必要なものだけ持ち帰るよう言い、置き勉（置き勉強道具）は容

認している。 

 タブレット端末の利用により、持って帰る物の量は少なくなる。 

【委員】 

市民活動さぽーとねっとで、地域の冷蔵庫「コミュニティフリッジ」を
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設置する予定であり、学用品なども寄付の対象となる。 

 

【委員】 

ランドセルは施設に寄贈されるものもあり、地域との連携により活用した

い。 

  別件だが、里親がショートステイの主体となるように検討してほしい。 

 

５ 閉会 

  【健康福祉部長】 

○ 新型コロナウイルスワクチン接種は、１０月末には希望される方へ２回

目の接種がすべて完了する見込みであり、３回目の追加接種に向けて調整

している。 

【事務局】 

○ 長時間にわたる審議、検討に感謝申し上げる。 

○ 次回開催については、来年を予定している。正式に決まり次第、御案内

する。 

○ 乳がん・子宮がん検診の重要さを周知する「やまぐちピンクリボン月間

（１０月）」や「子ども虐待防止オレンジリボン運動（１１月）」でのライト

アップを行う。両運動への御理解・御協力をお願いする。 


