第２期子ども・子育て支援事業計画(素案)に対するパブリックコメント
（意見公募）手続の実施結果について
案件名

第２期 函館市 子ども ・子 育 て支援 事業計 画（素 案）
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令和２ 年(2020年)１ 月14日 ～令和 ２年 (2020年)２月14日
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子ども 未来部 子ども 企画 課

意見提 出者数

個人

１名／ ７件， 団体

５団体 ／８件

○第２ 期函館 市子ど も・ 子 育て支 援事業 計画（ 素案 ） に対す る意見 と市の 考え 方
※ 「意見 の概要 」に つ いては ，原文 を要約 およ び 分割し て載せ ていま す。
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意見の 概要
「函館 市子ど もの 生活実 態調査」は，次
回も（５ 年に１ 度）実 施し て政策 に反映 さ
せては どうか 。

市の考 え方
次回 の計画 策定に あた っ ても， 本市の 子
どもの 貧困の 実態に つい て 把握す る予定 と
してお ります 。

施策 の方向 １に つ いて
意見の 概要

市の考 え方

放課 後児童 クラブ の施 設 につい て，毎年
入所児 童が増 加して おり ，施設が 老朽化 し
ている ので ，現在 の受 け入 れ人数 を維持 す
ること に不安 がある 。
様々 な公共 施設や 町会 館 ，公 営住宅 等の
集会所 の活用 など ，安 心し て子ど もが過 ご
せる居 場所づ くりに つい て ，計 画的に 進め
てほし い。
公共施設を活用した実施場所の確保に
ついて，子ども・子育 て支 援事業 計画へ の
登載を お願い したい 。

放課 後児童 健全育 成事 業 につい ては， 第
２期計 画（素 案）に おい て も ，そ の充実 に
努める ことと してお り， 実 施場所 につい て
は，民 間施設 の家賃 や修 繕 等に関 する委 託
料の加 算とと もに， 学校 の 余裕教 室や公 共
施設な どの既 存施設 を活 用 するな ど，今 後
におい ても， 子ども が安 心 ，安全 に過ご す
ことが できる 居場所 の確 保 に努め てまい り
たいと 考えて おりま す。

放課後児童クラブの施設として学校内
や公共 施設 ，民家 での 利用 を行う にあた っ
ては ，学校 からの 距離 や子 どもの 生活の 場
として の改修 の問題 があ る 。
現在，施設の利用を行っているクラブ
も，老 朽化問 題など があ る 。
第１期 事業計 画では，計画 の中に「 放課
後児童健全育成事業における公共施設の
活用方 針」と位 置づ けられ ていた が，第２
期計画案では「余裕教室等」・「公共施
設」の文言がなくなり「既存施設を活用
し」とな ってい る。既 存施 設は慢 性的な 老
朽化・狭 隘化問 題で，支援 の単位 を増や す
ことは 容易な ことで はな い 。現 実的で はな
いので は？と 考える 。
学童 利用者 の増加 と施 設 問題は ，安 全安
心のた めにも 切り離 せな い ものと 考える 。
需要と供給の関係を同時進行で考えてい
くべき と考え る。
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放課後児童クラブの施設として民家を
利用し ，学 童保育 所に て育 成支援 を行っ て
いるが，決して 新し い建物 ではな く，年々
老朽化 してい る。
案の中 に「学 童保育 所の 質 と量の 確保 」
とあっ たが，子 ども たち自 身，そし て預け
て働く保護者が安心できる環境を作って
いく上 で，安心安 全な 施設 環境で 育成支 援
を行っ ていき たいと 思っ て いる。
施設の環境整備についてもご考慮いた
だきた い。
放課 後児童 クラブ の施 設 として ，余 裕教
室等の公共施設を利用したくてもできな
い，民家 のクラ ブは，家賃 に加え，施設の
老朽化 問題を かかえ ，修繕 ，引っ越 し，建
て替え 等，いずれ にし ても 金銭的 に厳し く
困っていると聞いている。災害が起きた
ら，と不 安を感 じて いる支 援員，保 護者が
多くい ると思 う。
保護 者の方 が安心 して 預 けられ る，必要
として いる子 どもた ちを 受 け入れ ，安 全に
過ごせ るよう ，施 設補 助の 増額と 受け皿 の
整備を 行って ほしい と思 う 。
放課後児童クラブ職員がなかなか定着
しない 現状に 頭を悩 ませ て いる 。保育 士等
を雇用 するよ うにし てい る が，条例の 経過
措置が 終われ ば，認定 研修 を受講 してい な
い場合 ，支援 員とし ては 無 資格者 となる 。
例え ば保育 士等の 有資 格 者であ れば ，雇
用されてから１年以内に認定研修を受け
る予定 のもの は，支援 員の 有資格 者とみ な
すなど の運用 を検討 して も らいた い。そう
でなけ れば ，少な い人 数で 勤務シ フトを 組
んでい るので ，有資 格者 は 休みも 取れず ，
長時間 勤務を 強いら れ ，労 基法を 遵守し た
働き方 は難し いため 辞め て しまう など ，人
手不足はさらに深刻になり，悪循環とな
る。
函館市は放課後児童クラブの質を下げ
ること のない よう ，職 員配 置の基 準緩和 は
しない 方針と のこと だが ，一方で 職員の 確
保自体 が難し い現状 を理 解 し，事業者 が安
心して運営できるよう現場の意見に耳を
傾けて もらい たい。
支援 員・補助 員に ついて ，なり手 は少な
く，放課後 児童支 援員 の認 定資格 を取っ て
も，退職 してい く人 もいる 。処遇改 善等を
行って いただ いてい るが ，放課後 児童支 援
員とし て，生計を 十分 に立 ててい ける職 と
なれば ，長 く続け てい ける ように なって 行
くので はと思 ってい る。そ のため にも，よ
り一層 の改善 をお願 いし た い。

放課 後児童 クラブ に従 事 する職 員の処 遇
改善に つきま しては ，処 遇 改善等 事業と キ
ャリア アップ 処遇改 善事 業 に取り 組んで い
るとこ ろであ り，今 後も 市 の財政 状況を 勘
案しな がら， 国の上 限額 を 目指し ，取り 組
んでま いりた いと考 えて お ります 。
このほか，職員の確保策につきまして
は，ジ ョブカ フェや 市の 就 労支援 事業な ど
におい て，ク ラブ職 員の 仕 事内容 を周知 す
るためのパンフレットを配布しているほ
か，市 のホー ムペー ジに 募 集情報 の掲載 を
してお り，引 き続き 職員 確 保に向 け，取 り
組んで まいり たいと 考え て おりま す。
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施設を増やしても放課後児童支援員の
資格を取得した方がいないと開所できな
い。最低２ 人を雇 用し ない と労働 基準に も
引っか かる 。過去 ５年 資格 取得の 研修を 行
っているので資格取得者は増加傾向と思
われが ちだが ，退 職者 も相 当数い ると思 わ
れる。「 みなし 支援員 」が 廃止に なる令 和
２年４ 月１日 から ，児 童の 受け入 れが困 難
になっ たり ，受け 入れ るた めに劣 悪な労 働
を強い られる 事もあ るか も しれな い。「放
課後児 童支援 員」の有 資格 者を増 やして い
くこと が急が れる。中 核都 市で「放 課後児
童支援 員認定 資格研 修 」を 開催す ること も
できる ような ので ，函 館市 におい て函館 会
場での「 認定資 格研 修」の 開催は できな い
ものだ ろうか 。既 存の 認定 資格研 修とあ わ
せると，受講し やす くなる のでは，と考え
る。また，保育科 等を 有す る大学 等で資 格
者を養 成する 課程を 構築 で きない ものか 。
学生も実践しながら学べる機会があるの
ではな いだろ うか。
施策 の方向 ３に つ いて
意見の 概要
スクールソーシャルワーカーの設置に
ついて ，市 教育委 員会 に配 置とな ってい る
が，児童生 徒の側 に立 った 視点で 対応で き
るよう に，独立し た機 関と して配 置した 方
が効果 的では ないか 。また ，子ども 未来部
が，その機 関の一 員と して 位置付 けられ る
よう積 極的に 関与す べき で はない か。
今回 の第２ 期函館 市子 ど も・子育て 支援
事業計 画（素案）の用 語で 分かり づらい も
のが散見される。「情報リテラシーの向
上」の意味 をきち んと 理解 できる 人は少 な
いかと 思う。そ こで，分か り やす い言葉 に
置き換 えるか ，注釈 を加 え てはど うか。

市の考 え方
貴重 なご意 見・ご 提言 と して参 考とさ せ
ていた だきま す。

ご意 見を踏 まえ， 事業 内 容等が わかり や
すくな るよう 修正し ます 。

施策 の方向 ９に つ いて
意見の 概要
子ど もの医 療費助 成に つ いて ，近隣 自治
体との 格差が 目立つ。就学 前児童 まで「全
額助成」（所得 制限な し）を検討 しては ど
うか 。令和 ２年２ 月６ 日の 北海道 新聞に 本
年８月 から実 施予定 の「子 どもの 医療費 助
成拡充 へ」の予 算案 が紹介 され，一 歩前進
だが ，まだ まだ他 市町 には 遠く及 ばずの 感
が否め ない。

市の考 え方
貴重 なご意 見・ご 提言 と して参 考とさ せ
ていた だきま す。
なお ，子ど もの医 療 費 助 成制度 につい て
は，令 和２年 度に 助 成対 象 となる すべて の
方の入 院費お よび３ 歳未 満 と非課 税世帯 の
子ども の通院 費の助 成拡 大 を図る ことと し
ており ます。
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意見の 概要
函館 市にお ける「 ホー ム スター ト事業 」
は，「ホ ームス タート みは ら」１件 のみだ
が，この 先「ホ ームス ター ト」の需 要は益
々高ま るもの と思わ れる。しかし，まだ市
民に幅広くその存在について知られてい
ないの で，函 館市フ ァミ リ ー・サ ポート ・
センターにホームスタート機能を導入し
て，母子 両面か ら子ど も・子育て のサポ ー
トを展 開して はどう か。

「認定 事由」の 一つ に「就 労要件」があ
るが，函 館市の 場合 は，月 64時間以 上の就
労が条 件とな ってい る 。自 治体に よって 必
要就労 時間の 設定は まち ま ちで ，北斗 市は
月52時 間以上，七飯 町・釧 路市・夕 張市は
月48時 間以上 となっ てい る 。そこで，函館
市でも 就労時 間を「 月 48時 間以上」とする
ことで 緩和化 を図っ ては ど うか。

北海道は多子世帯の保育料軽減支援事
業とし て，第２ 子以降 の３ 歳未満（ 第３号
認定）の保 育料 を「無償 化 」（年収 640万円
未満）とする補助制度を発表しているが
（平成29年４ 月１日 施行），函館市 は令和
２年度 から実 施予定 とい う ことで よいか 。

意見等を考慮した結果の修正案

市の考 え方
本市 におき まして は， ホ ームス タート の
機能を 有する アウト リー チ 型の子 育て支 援
事業で ある「 子育て 支援 隊 」を美 原子育 て
サロン 内に設 置し， 市内 全 域を対 象に， 子
育てに 不安を 抱え孤 立し て いる家 庭への 訪
問によ り，支 援を行 って い るとこ ろであ り
ます。
一方 ，ファ ミリー ・サ ポ ート・ センタ ー
事業は ，子育 て経験 のあ る 会員同 士の助 け
合いに より， 子ども の世 話 をでき ない会 員
に育児 の援助 を行う もの で ありま すこと か
ら，ホ ームス タート の機 能 そのも のを導 入
するこ とは難 しいと 考え て おりま すので ，
高まる 需要に 対しま して は ，引き 続き子 育
て支援 隊の周 知に努 めて ま いりた いと考 え
ており ます。
平成27年度 の制度 改正 に より， 保育所 に
入所す るため の認定 要件 で ある， 保護者 の
労働の 下限時 間につ きま し て，月 48～64時
間の範 囲内で 市町村 が定 め ること とされ た
ところ ですが ，本市 にお き まして は，保 育
所を利 用して いる世 帯の 就 労状況 を基に 下
限時間 を緩和 するこ とで の 影響等 を 検討 し
た 結 果 ， 月 64時 間 以 上 と し た と こ ろ で あ
り，就 労時間 が，比 較的 に 短時間 である 場
合には ，一時 預かり 事業 や ファミ リー・ サ
ポート ・セン ター事 業の 利 用 をご 案内し て
いると ころで ありま す。
なお， 下限時 間の緩 和に つ きまし ては，
今後の 利用動 向等の 状況 を 把握し ながら ，
その可 能性に ついて も ， 検 討して まいり た
いと考 えてお ります 。
本市 におき まして は， 平 成 29年 度から 北
海道の 補助制 度を活 用し て ，３号 認定を 受
けて保 育所等 を利用 する ３ 歳未満 児につ い
て ， 年 収 640万 円 未 満 相 当 世 帯 の 第 ２ 子 以
降の保 育料を 無償化 して い るとこ ろであ り
ます。

Ｐ87 《 個別事 業》① 情報 リテラ シーの 向上の 事業 内 容 等
を以下 のとお り修正 しま す 。
情報端 末を使 用した 問題 行 動の未 然防止 や早期 発見・早期
対応を 図るた め ，イン ター ネット におけ る小・中・高 等学校
に関す る書き 込みや 有害 サ イトの 検索・監視・サイト 管理者
等への 削除要 請など を行 う ととも に ，生徒 や保 護者へ の情報
リテラ シー（ 情報活 用能 力 ） の向 上を図 る。

結果の 配布場 所

子ども 未来部 子ども 企画 課 （市役 所本庁 舎３階 ）

お問い 合わせ 先

子ども 未来部 子ども 企画 課
TEL:0138-21-3946
E - m a i l：kodomokikaku@city.hakodate.hokkaido.jp

