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平成 28 年度 市長と女性の懇談会  

開催日時：平成 28 年 11 月 29 日 (火) 午後３時～午後５時 

開催場所：穂の国とよはし芸術劇場 創造活動室Ｂ 

テ ー マ：「子育て世代が安心して暮らすための支援について」 

出産、検診費用に関する補助、子育て支援制度の活用など 

参 加 者：女性参加者…豊橋女性団体連絡会会員６名、公募参加者２名 

     市側参加者…市長、企画部長、文化市民部長、こども未来部長、

健康部長、教育部長、広報広聴課長

主な女性参加者意見、市の回答

女性参加者意見 市の回答

親が安心して子育てしなが

ら働くためには、いろいろな支

援制度の充実だけでなく、職場

の中に制度を利用しやすい雰

囲気があるかが重要である。 

市役所の男性職員の育児休

暇の利用状況と、一般企業向け

にアドバイスやサポートなど

行政として意識改革のために

行っている事があれば教えて

ほしい。

豊橋市役所では、仕事と育児を両立し、男女問わず活躍

できる職場の実現を目指して、次世代育成支援対策推進法

及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定

し、取組を進めています。 

一般企業にとっても人材の確保・定着を考える上で働き

やすい環境づくりはこれまで以上に重要な課題といえま

す。国は２９年１月１日に改正育児・介護休業法及び改正

男女雇用機会均等法を施行し、有期契約労働者の育児休業

の取得要件の緩和などに向けた環境整備を進めることとし

ています。 

本市では、このような国の動きについて広報とよはしや

市ホームページ、商工会議所のメールマガジンなどを通じ

て市内の企業への周知を行っています。また、企業の経営

者や人事担当者を対象に、県と共同でイクボスセミナーを

開催しています。 

さらに、子育て応援企業認定・表彰事業を平成２６年度

から開始し、子育てしながら働きやすい職場環境づくりを

行っている企業の紹介を行っています。２６年度は２６社

８９事業所、２７年度は２３社８０事業所から応募があり、

全社を認定いたしました。 

その他、おむつ替えや授乳ができる「赤ちゃんの駅」と

して協力いただける民間の店舗、企業を募集しています。

２７年度末現在では市内７０の店舗、企業に登録いただい

ており、これらの取組みにより、企業の子育てしやすい職

場づくりを支援しています。
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教職員の場合、育児短時間勤

務制度や部分休業など子育て

しながら働きやすい制度があ

るが、行使が非常に難しい。管

理職のイクボス養成講座を義

務づけるなど、子育て世代が安

心して暮らすために支援して

ほしい。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第

１５条に基づき、特に育児に係る休暇等の制度の周知徹底

として管理職への制度の周知徹底を図り、休暇等の取得促

進の啓発を依頼するとともに、教職員の出産や育児を祝福

し合える温かい職場の雰囲気作りを進めることが重要であ

ると認識しております。管理職研修の中で制度に関する理

解を深めるよう取り組んでまいりたいと考えております。

制度利用にあたりましては、公務への支障、補充者の確保

等、早めに校長へ申し出て相談をすすめることも必要にな

ってまいりますので、各学校へ周知してまいります。

安心して出産に望めるよう、

産婦人科医を増員してほしい。

豊橋市内には市民病院を始め７か所のお産を取り扱う医

療機関があります。市民病院には現在１３名の常勤産婦人

科医師が勤務しています。平成２６年度には総合周産期母

子医療センターを開設し、ハイリスク妊婦の母体搬送を受

けるなど、当地域における産科の拠点施設となっています。

この他お産は取り扱っていませんが妊婦健診を行う産科医

療機関もあり、妊婦の健診や相談に当たっています。 

このように市内には妊娠や出産に関わる多数の医療機関

があり、それぞれ産婦人科医の確保に努めながら安心して

出産できる医療体制を整えています。今後も、市の補助事

業としての実施施設の拡充に努めていきたいと考えており

ます。 

妊婦検診費用が病院によっ

て異なるため、費用が安い病院

に受診者が集中している。検診

が補助券のみで済むようにし

てほしい。

本市では母子健康手帳の交付時に妊婦健康診査受診票

（１４回分）を交付しています。各受診票にはそれぞれの

妊娠週数に応じた標準となる検査項目が示してあります

が、妊婦さんの状況により担当医が必要と考える検査が追

加されることがあり、それらの追加検査費用について本人

負担が生じると承知しております。

ママハタ（ママの働き方応援

隊）の活動を定着させるため、

赤ちゃん先生のモデル校を設

置してほしい。

赤ちゃん先生の活用についてですが、現在各学校では命

について考える教育活動に取り組んでおります。こうした

活動には触れ合う体験が必要であり、子どもたちは対象と

の触れ合いを通して命を尊ぶ心を育んでおります。赤ちゃ

ん先生については、こうした命と触れ合う体験と相通じる

ものがあり、幼い命と触れ合うことで命をいとおしく感じ、

命の尊さや、望まれてこの世に生まれてきたことを実感す

る機会になると考えております。赤ちゃん先生の活用につ
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いては、各学校の教育課程に合わせて、各学校で判断して

取り入れていただきたいと考えております。

アクティブラーニングのモ

デル校を設置してほしい。

アクティブラーニングにつきましては、平成２７年度よ

り中野小学校へ研究を委嘱し、実践をすすめていただいて

おります。平成２９年度に研究発表を行い、その成果を市

内教職員で共有していく予定でおります。

心がゆれる体験は、感じる

心、感性を豊かにしていくと思

う。豊橋市の小学校・中学校の

子どもたち全員に、年に一回は

生の舞台を見て心がゆれる時

間を保証できないか。

平成２７年度より、子どもたちが本物の舞台芸術の鑑賞

体験を通じて感性を磨き、豊かな心を醸成することを目的

として、小学６年生全員を対象とした穂の国とよはし芸術

劇場での劇団四季ファミリーミュージカルの鑑賞や、小学

５・６年生及び中学生を対象としたアイプラザ豊橋での名

古屋フィルハーモニー交響楽団演奏会などを開催しており

ます。 

豊橋の子どもたちが小学校、中学校の間にそれぞれ一回

は鑑賞機会が得られるよう調整しておりますが、各学校の

都合もあり、全員が鑑賞できる状態とはなっておりません。

今後も鑑賞機会の拡充を行うとともに、豊橋市の小学生、

中学生が一人でも多く鑑賞体験できるよう努めてまいりま

す。 

市の事業としては、会場の規模、日程調整、予算等を考

慮して小学校６年生と中学校２年生を対象に実施しており

ますが、市内の半数近くの小学校では、全校児童を対象に

生の舞台を鑑賞する芸術鑑賞会を行っております。また、

文化庁が行っている「子どものための文化育成事業」の公

演鑑賞にも多くの学校から応募があり、毎年数校の小中学

校でこの事業が行われております。 

中学卒業まで子ども医療費

を無料にしてほしい。

子ども医療費の助成については、入院助成は平成２０年

度に中学校卒業まで拡大し、通院助成は平成２０年度に小

学３年生まで、平成２１年度に小学校卒業まで、平成２４

年度に中学校卒業までと段階的に拡大してきました。ただ

し、中学生の通院は自己負担分の２分の１を助成していま

す。 

中学生の通院医療費助成については、「学齢が上がるにつ

れて医療機関への受診状況が低下してくること」や「小学

校卒業まで通院医療費の無料化を拡大した平成２１年度の

国民健康保険対象児童の状況を分析したところ、助成額が
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約３割増加しており無料化に伴うコンビニ受診の状況が伺

え、医療費の増加が見込まれること」などを考慮し、子ど

も医療費の助成を持続可能な制度とするためにも、自己負

担分の２分の１助成としています。 

無料化については、これまでの拡大の実績や財政状況を

勘案しながら、子育て支援施策全般の中で総合的に判断す

るものと考えています。

外国から嫁いで来ている家

庭では、言葉が充分に伝わらな

い環境下で子育てをしている。

地域の講座などで日本の風習

や子どものしつけなどを母と

子で学ぶことで、今後、子ども

の社会適応がしやすくなると

思う。保育園・小学校での統一

的な対応ではなく、個々に合わ

せたきめ細やかな対応が必要

である。

それらの支援として、高齢者

がボランティアで活躍できる

場を提供できないか。

国際交流協会やＮＰＯなどで、親子で参加できる日本語

教室を開催しています。これらの教室は、日本語指導だけ

でなく外国人の方の生活相談としての役割も果たしていま

す。 

小学校の夏休みの宿題や日本語指導のため、学校と地域

のボランティアが協働で、外国人の子どもに対して夏休み

の一定期間、サマースクールを開催しています。 

外国籍の子どもが円滑に日本の公立学校に馴染めるよ

う、小学校に入学する前にＮＰＯやボランティアが日本語

指導や生活習慣指導を行う「プレスクール」や、学齢期の

子どもが公立学校に転入する前の「日本語初期指導教室（虹

の架け橋教室）」などを実施しています。 

こども未来政策課では、外国人の保護者向けに、子育て

に関する情報を「豊橋子育て情報ハンドブック」として英

語、ポルトガル語で作成し、子育て講座や子育て支援、子

育て相談窓口などの紹介をしています。 

外国人の方が多くみえる課においては通訳を配置し、例

えばこども家庭課ではポルトガル語、こども保健課ではポ

ルトガル語、スペイン語、英語の通訳を配置し対応してい

ます。 

豊橋には約７０カ国の外国人の方が暮らしているため、

全ての言語に対応することが難しいことから、外国人にも

分かりやすい「やさしい日本語」の普及に努めているとこ

ろです。 

こうした各種事業のボランティアには、先生のＯＢなど

高齢の方も多く参加されています。今後は、国際交流協会

やＮＰＯなどと連携しながら、その活躍の場を情報提供す

るとともに、高齢者などの個人ボランティア登録を進める

ことで、地域外での活躍の場も広げられるよう努めていき
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ます。 

子どもが問題をかかえた時、

親にはどこに原因があるのか

わからないことが多々ある。ま

た、学校が、他の子ども達に配

慮しながら、問題をかかえた子

に寄り添い、子どもが心の内を

話すのを待つことは、とても忍

耐を必要とする。 

学校中の子ども達を日常的

に見渡せるように、各学校にス

クールカウンセラーを配置し、

いつでもスクールカウンセラ

ーと話しのできる環境を整え

てほしい。

本市では、県派遣のスクールカウンセラーを、中学校で

は全２２校（週１回６時間～７時間程度）に配置し、小学

校においては１４小学校を拠点として、全５２校（月１回

６時間程度）へカウンセリング・相談活動ができるように

配置しており、平成２７年度は、中学校で４，３５８件、

小学校で２，４４１件の相談にあたりました。また一方、

市としても心理教育相談事業として、心理カウンセラー（年

３２５回：１回４時間）による学校訪問や教育相談室での

カウンセリングを行うとともに、緊急を要する事案につい

ても対応できるよう相談活動の充実と体制整備を進めてま

いりました。このような県と市によるスクールカウンセラ

ーや心理カウンセラーによる相談・カウンセリングにより、

様々な問題を抱える子どもやその保護者に対して、タイム

リーに問題の解決に向けた支援が図られていると考えてお

ります。 

今後におきましても、各学校の生活サポート主任と連携

を密にして、スクールカウンセラーのより効果的な配置や

相談時間の設定により、不登校や問題行動への未然防止・

早期対応に向けた相談活動等の環境の充実を図ってまいり

たいと考えております。

子どもの虐待死のような悲

しい事件が起こらないよう、子

どもが生まれた時から子育て

家庭とつながって、孤立しない

ようにする工夫をする必要が

ある。 

経済的に困難を抱える家庭

は外出を控える傾向にあるた

め、出産時に色々な施設で使用

できる無料チケットをプレゼ

ントするなど、外出して周りと

自然につながることができれ

ば、孤立を防ぐことができると

思う。

子育て中の親が他の家庭や地域とつながっていること

は、子育てへの不安や精神的負担感解消のため重要なこと

と考えています。 

本市では生後２か月頃に行っている乳児家庭全戸訪問時

に、子育て情報ハンドブックを配布していますが、その中

でつどいの広場や幼児ふれあい教室といった交流の場や教

室のほか、こども未来館やのんほいパーク等の無料（のん

ほいパークは乳児が無料）のお出かけ施設を掲載し紹介し

ています。孤立の心配がある家庭には、特に口頭でそれら

の説明を行い、利用の促進を図っているところです。 

また、愛知県と共同で、様々な店舗で優待が受けられる

「はぐみんカード」を母子手帳と同時に配布しており、子

どもを連れてお出かけしやすい環境づくりに努めていま

す。 

これらの周知をさらに進めることで、子育て家庭の外
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出・交流を促進したいと考えています。

出産後は母親の体力が落ち

ている状態で家事と育児に追

われ、手一杯な状態であり、母

子手帳をもらう時、出産前から

ママの心と身体のケアをして

もらえれば、安心して出産でき

ると思う。 

 出産前のパパママ教室のよ

うなものは現在も行われてい

ると思うが、希望者のみになっ

てしまうと、虐待につながるケ

ースの家庭は参加しないと思

う。

本市では７月から保健所こども保健課とこども未来館こ

こにこにおいて「妊娠・出産・子育て総合相談窓口」を設

置し、母子健康手帳の交付を行うとともに、こども保健課

ではママサポーター（保健師、助産師）が、こども未来館

ではチャイルドサポーター（保健師・保育士）が妊娠から

子育てに関する相談を行っています。 

母子健康手帳交付時にはそれぞれの妊婦さんに合ったサ

ポートプランを提案し、安心して出産できるように対応を

しています。その後も妊娠中の不安軽減に向けて電話や訪

問で相談を受けています。 

また、育児困難が予想される２０歳未満を対象にしたテ

ィーンズマタニティクラスや、３５歳以上を対象としたプ

レママカフェで交流会や仲間づくりの機会を提供していま

す。 

今後も妊婦さんが安心して、妊娠・出産・子育てができ

るように総合相談窓口等をしっかりと機能させたいと考え

ています。 

一時保育を利用したくても

空きがないと断られることが

多いと聞いたが、対策は取られ

ているのか。

市の事業として実施している一時保育（一時預かり）は、

平成９年度にくるみ保育園（公立）と植田保育園の２か所

で開始し、翌年の平成１０年度に往完保育園で開始した後、

長らく３か所での事業展開となっておりました。近年、保

護者の希望どおりには利用できない状況がみられ、その要

因としては、保護者の就労形態の変化や子育て環境の変化

による３歳未満児の保育需要の増加があるものと思われま

す。そして、この傾向は今後暫くの間続くのではないかと

みております。そこで、平成２８年１月より東山保育園で

新たに一時預かり事業を開始いたしました。また、４か所

以外の認定こども園、保育園においても、定員に空きがあ

るなど一時預かりが可能な場合には各園の自主的な取り組

みとして「一時預かり」を行ってもらっております。 

一時預かり事業において、保護者の臨時的な就労や疾病

等の緊急的な保育需要だけでなく、保護者の育児疲れ解消

などを目的とした利用などにもスムーズに対応するため

に、市の事業としての一時預かりの実施個所の拡充を図る

ように今後も努めてまいりたいと考えております。
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小中学校の通学路の整備、防

犯対策を実施してほしい。

小中学校の通学路の整備につきましては、豊橋市通学路

交通安全プログラムに基づき、全市小中学校の通学路につ

いて、２年に一度指定通学路一斉点検を実施しています。

関係各課（市道路維持課、市道路建設課、市安全生活課、

東三維持管理課、東三道路整備課、豊橋警察署 交通課）

と学識経験者のアドバイザーによる通学路安全対策連絡協

議会を開催し、学校と地域が連携しながら点検した要望を

もとに通学路についての相談や整備を行っています。 

防犯対策につきましては、各地域で発生している不審者

情報を各小中学校から報告をあげてもらい、即時に警察な

どの関係機関や関係ブロック小中学校、市立家政高等専修

学校、市立豊橋高校、市立くすのき特別支援学校、児童ク

ラブなどへＦＡＸで連絡し、安全対策に向けた注意喚起を

しています。 

市内小学校の全校区に「スクールガード活動推進委員」

を１名以上指定し、子どもたちの登下校時や学校内の安全

確保に努めるよう働きかけています。

中学校の制服や体操服準備

の補助、その他学用品（ドリル

代など）の補助や無償化を実施

してほしい。

豊橋市では、経済的な理由により就学困難な児童生徒の

就学を確保するための援助を行っています。 

所得基準を設けているため、全ての中学生を対象とはし

ていませんが、ご意見いただいた中学校の制服や体操服準

備の補助、その他学用品（ドリル代など）の補助を実施し

ています。

アレルギーがあることを理

由に幼稚園入園を断られるこ

とがないよう、園職員の知識向

上の為の研修を引き続き行っ

て欲しい。

食物アレルギーに対する対応につきましては、保育園は

自園調理を原則として義務づけされていることに対し、幼

稚園は任意となっており、外部搬入や家庭からの弁当持参

など各園でそれぞれ特色のある対応が行われております。

そのため、アレルギーを持つ児童の受入れについても、各

園の対応出来る範囲での受入れとなっている側面がありま

すが、外部搬入業者に協議し協力を得てアレルギー対応食

の提供をしたり、家庭からの弁当持参を幼稚園と保護者の

話し合いで双方の合意を得た方法で行うなどの対応がされ

ており、通常は、受入れをお断りするようなことはないと

認識しております。 

ただし、完全隔離としたうえでの食事提供など、特別な

対応が必要となるような大変重度のアレルギー疾患をお持
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ちの児童については、当該園の環境や人員配置等からどう

しても対応できない場合は、お断りせざるを得ないケース

もあるのではないかと考えられます。 

職員研修につきましては、市としては、これまで保育施

設職員（幼保連携型認定こども園の保育教諭を含む）向け

研修事業を豊橋保育協会が実施している研修を補助事業と

することで実施しており、アレルギーに関する研修もその

研修事業の中で実施しております。 

幼稚園教諭向け研修については、幼稚園を所管する機関

が県の教育委員会であることもあり、これまで、市として

の実施はしておりませんでした。今後は、保育施設職員と

幼稚園教諭が合同で研修を受けられるような仕組みとする

ことや、愛知県に幼稚園教諭向けの研修の充実を求めてい

くこと、各種団体や関係機関が開催するアレルギーに関す

る講習会等への参加を幼稚園に向けてこれまで以上に周知

徹底することなど、いろいろ検討しつつ幼稚園教諭のアレ

ルギーに関する知識向上に取り組んでいかなければならな

いと考えております。


