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会議議事録（要旨） 

 

会議の名称 令和元年度 江田島市 第１回子ども・子育て会議 

開催日時 令和元（2019）年６月 11 日（火）14:00～16:00 

開催場所 子育て世代包括支援センター 会議室 

出席者氏名 別紙（委員名簿） 

欠席者氏名 迫田委員 

事務局職員氏名 
福祉保健部 山本部長 

子育て支援課 下野課長，中田（新），中田（達），鍵本 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長の選出 

３ 会長あいさつ 

４ 議題 

（１）子ども・子育て支援事業計画の概要について 

（２）江田島市の子育てを取り巻く現状について 

（３）ニーズ調査結果（就学前・小学生・妊娠期）について 

（４）今後の策定スケジュール及び会議の運営方法等について 

（５）ヒアリングシート調査の実施について 

５ 報告等 

（１）認定こども園のうみ新築工事の進捗状況について 

（２）病児・病後児保育事業について 

（３）子育て世代包括支援センターについて 

６ その他 

７ 閉会 

配付資料 

１ 子ども・子育て支援事業計画の概要について 

２-１ 数字で見る江田島市の子育てを取り巻く現状 

２-２ 見込量に対する実績値 

３-１ 江田島市 子ども・子育て支援に関するニーズ調査-報告書-

（就学前児童・小学生） 

３-２ 江田島市 子ども・子育て支援に関するニーズ調査-報告書-

（妊娠期） 

３-３ 江田島市 子ども・子育て支援に関するニーズ調査-報告書-

（フリーアンサー） 

４ 子ども・子育て会議の進め方（案） 

５－１ 第２期 江田島市子ども・子育て支援事業計画策定のための

関係団体調査（保育園・認定こども園対象調査票） 
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５－２ 第２期 江田島市子ども・子育て支援事業計画策定のための

関係団体調査（子育て世代包括支援センター・放課後児童

クラブ・児童館対象調査票） 

江田島市病児・病後児保育事業のご案内 

認定こども園のうみ配置・平面・動線計画図，立面計画図 

江田島市子育て世代包括支援センターパンフレット 

その他 第４次子ども・子育て会議委員の就任継続のお願い，次第，

委員名簿，江田島市子ども・子育て会議規則 

その他 人事異動により平成31年４月１日から山近委員，松岡委員就任 
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議事内容（要旨） 

事務局 

  

  

・開会，挨拶 

・子育て世代包括支援センター，子育て支援課について報告 

・出席者の確認 

各委員 ・委員自己紹介 

事務局 ・事務局紹介 

・㈱ぎょうせい紹介 

・資料の確認 

・会長退職に伴う新会長の選出（梅比良会長，樋上副会長） 

梅比良会長（議事進

行） 

・挨拶 

・まず議題（１）子ども・子育て支援事業計画の概要について，説明願いたい。 

事務局 ・（１）資料説明 

梅比良会長（議事進

行） 

・意見や質問等あれば伺いたい。 

西森委員 ・幼児教育無償化は，県内かそれとも江田島市内か。 

事務局 ・６月 24 日に内閣府の説明が広島市で開かれ，そこで詳しいことが出てくる

と思います。 

・全国の情報はわかりませんが，県内で副食費が無償化となっているのは府中

市のみです。その他は副食費を徴収する方向で動いています。国の資料では，

保育料に含まれる副食費は 4,500 円となっていますが，小学校の給食費

3,300 円と比べると高いので，数字は精査して実費部分を徴収したいと考え

ています。 

西森委員 ・徴収するかしないかは，県や地域によって違うということか。 

事務局 ・そうなります。自治体の判断になります。 

梅比良会長（議事進

行） 

・自治体それぞれが計算して決め，知らせるということか。 

・その他にあれば伺いたい。 

三王委員 ・現在３番目の子は無料となっている。その場合はどうなるのか。 

事務局 ・国の資料にも，第３子の無料は出ています。イメージとしては，年収約 360

万円未満の世帯は副食費免除ということです。また０～２歳児は，無償化に

ならない代わりに副食費の徴収はなし，３歳以上は第３子と年収約 360 万円

未満は免除となっています。第３子は給食費も０と出ています。 

梅比良会長（議事進

行） 

・他になければ，議題（２）江田島市の子育てを取り巻く現状について，説明

願いたい。 

事務局 ・（２）資料説明 
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議事内容（要旨） 

梅比良会長（議事進

行） 

・意見や質問等あれば伺いたい。 

・何もないようなので，議題（３）ニーズ調査結果（就学前・小学生・妊娠期）

について，説明願いたい。 

事務局 ・（３）資料説明 

㈱ぎょうせい ・補足説明 

梅比良会長（議事進

行） 

・意見や質問等あれば伺いたい。 

・ないようなので，議題（４）今後の策定スケジュール及び会議の運営方法等

について，説明願いたい。 

事務局 ・（４）資料説明 

梅比良会長（議事進

行） 

・意見や質問等あれば伺いたい。 

西森委員 ・子どもが中町保育園に通い，保護者会に関わったことから声をかけてもらい，

委員となった。任期もここからここまでと聞いている。策定スケジュール等

の話を聞いて気になったのだが，今後メンバーは変わっていくのか。 

事務局 ・議題「その他」の中で説明しようと思っていました。事前に配付した資料を

先に説明します。 

※第４次子ども・子育て会議委員就任継続についての説明 

西森委員 ・集まっている委員は，保育園に通っている子に限っているのか，それとも子

が小学校に上がっている人もいるのか。 

事務局 ・子どもが保育園を卒業して，小学校以上になっている人もいます。しかし，

第３次委員の任期が８月 31 日までなので参加してもらっています。９月以

降についても，保護者会から推薦を貰ったＯＢとして，引き続き委員に就任

してもらえたらと思っています。 

・子育て支援事業計画については，説明したようなスケジュールで進めていく

予定です。現在の委員の８月 31 日の任期が終わり，新しい委員となると，

また一から説明が必要となってきます。引き続き委員に就任してもらいたい

と事務局としては願っています。 

西森委員 ・保育園の人が辞退していなくなったり，小学校も高学年になると意見が違っ

てくることもある。世代別でやっているが，委員にならない限りは小学校に

上がっている人たちにはもう声がかからないということか。 
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議事内容（要旨） 

事務局 ・原則として，過去，認定こども園や保育園の保護者代表という形で出てもらっ

ています。今回の更新時には特に問題がないと思っています。 

・子ども・子育て会議は，保育園の再編整備等を主な議題に審議してもらった

ので，各保育園の保護者の代表に集まってもらいました。そこから第２次の

策定作業を進めています。会議規則でも「こども園の保護者代表」と謳って

おらず，「子どもの保護者」となっています。 

・平成 31 年１月に開かれた第１回の会議で，「来年度策定の年になるのなら，

これまでの経緯があるので，できれば委員として残りたい」という声を複数

の保育園の代表者として参加した委員からいただきました。そこで事務局で

協議を行いました。これまでの経緯を十分承知している委員に残ってもらえ

るのなら残ってもらい，少なくとも今年度末の策定作業の最後まで関わって

もらいたいという思いがあります。 

・子ども・子育て支援事業計画は，今後５年間の江田島市の子育て支援策を決

める大事な計画になります。厳しい財政ですが，子どもたちのために何を優

先して取り組めばいいのかを決めていきます。委員の多くは，今まさに子育

てに立ち向かっている人，現場の保育士，地域で子どもたちの見守りをして

いる主任児童委員，教育委員もいる会議です。現場で子育てのことを一番考

えている人たちです。できれば引き続き残ってもらいたいと，事務局として

は思っています。 

梅比良会長（議事進

行） 

・事務局の切なる願いを話してもらった。それぞれ考えてもらいたい。 

・続いて，議題（５）ヒアリングシート調査の実施について，説明願いたい。 

事務局 ・（５）資料説明 

梅比良会長（議事進

行） 

・意見や質問等あれば伺いたい。 

・ないようなので，報告等（１）認定こども園のうみ新築工事の進捗状況につ

いて，説明願いたい。 

事務局 ・報告等（１）資料説明 

梅比良会長（議事進

行） 

・質問があれば伺いたい。 

三王委員 ・橋が１本になったら，出入り口がここしかなくなるのか。修理して使うこと

はできないのか。 

事務局 ・基本的には，互いに譲り合ってということになります。大変だとは思います

が，被災してしまい，現状ではこの橋しか使えない状況です。 

・修理して使えるようお願いしましたが，ここは農道橋なので，修理してまで

使う予定がないとのことでした。 

梅比良会長（議事進

行） 

・今ある橋の幅を広げることはできないのか。 
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議事内容（要旨） 

事務局 ・橋の幅を広げようと思うと，新たに橋を１本架けるくらいの費用がかか

るそうです。 

三王委員 ・消防署の方は通れないのか。 

事務局 ・消防署の中を抜けられるような話は聞いていません。図面を見ても，通

路が認定こども園のうみに伸びていません。 

三王委員 ・駐車場は広いのか。 

事務局 ・34 台くらいのスペースがあります。5.5ｍあるので，すれ違うことはでき

ます。 

梅比良会長（議事進

行） 

・様々な意見が出ているが，実際に使うようになってから考えないといけ

ないことも出てくると思う。現段階では事故に気をつけてもらいたい。 

・認定こども園のうみは，これで決定か。 

事務局 ・当面はこれで進めていくことになります。 

梅比良会長（議事進

行） 

・続いて（２）病児・病後児保育事業について，説明願いたい。 

事務局 ・報告等（２）資料説明 

梅比良会長（議事進

行） 

・意見や質問等あれば伺いたい。 

岡田委員 ・江田島市に住んでいたら自然に預かってもらえると思うが，事前登録は

やはり必要か。 

事務局 ・いざというとき対応できるよう事前登録してもらい，対象の子のアレル

ギーの状況や個人的な情報について，病院で管理を行います。 

梅比良会長（議事進

行） 

・事前登録をしたが，利用しない・しなかったというのもよいのか。 

事務局 ・それをお願いしたいと思っています。 

・小学校や保育園の保護者にチラシを配付しましたが，まだ理解いただけ

ないように感じられます。今日１件登録がありましたが，明日から利用

したい人でした。現時点で事前登録は４件です。子どもが病気になって

から登録というと大変だと思うので，いざというときに備えて，元気な

ときに登録してもらえたらと思います。周知を行っていきたいと思いま

す。 

岡田委員 ・事前登録について理解していない人が多いということになる。周知しな

いといけない。 

三王委員 ・１日に３人が限界か。 

事務局 ・そうです。県内でも１施設でだいたい３人，多いところで６人です。も

ちろん大きな所は何か所も病児保育施設があります。 
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議事内容（要旨） 

梅比良会長（議事進

行） 

・続いて，（３）子育て世代包括支援センターについて，説明願いたい。 

事務局 ・報告等（３）資料説明 

梅比良会長（議事進

行） 

・意見や質問等あれば伺いたい。 

・ないようなので，その他に何かあれば伺いたい。 

事務局 ・事務局からはありません。 

岡田委員 ・調査をすると必ず出てくるのは，「公園がない」ことだ。「認定こども園の

うみの場所には，公園ができるという話になっていたのではないか。できな

いのはどういうことだ」という声をちらほら聞いている。それは鷲部公園が

なくなる条件だったことを，行政に少し関わっていた私は分かるが，保護者

は知らない。その辺りの説明をきちんとしないと，アンケートしたらまた「公

園」の声が出る。公園についてはどうなっているのか。 

事務局 ・ボウリング場跡地に建てられている消防署は，当初鷲部公園に設置する案が

出ていました。そのため鷲部公園の代わりに公園をつくる案が出たようで

す。鷲部公園が残っているので，現在大型遊具を設置した公園の案は消えて

います。跡地の活用については，検討することにしています。 

岡田委員 ・この，にこにこハウスの駐車場は，来るまでのところは土になっているが，

そのままにしておくのか。今後建物等が建つのか。 

事務局 ・今年度，跡地の活用について方向性を出す段階です。それが出たら，駐車場

もできるだけ早く整備したいと思います。利用する人にはご迷惑をかけてい

ますが，無駄にならないよう，跡地の活用を考える中で駐車場の配置等も考

えていきます。 

梅比良会長（議事進

行） 

・他にあれば伺いたい。 

・それでは，これで協議を終了とする。 

事務局 ・挨拶 

・閉会 

 

 


