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静岡県掛川市長選 

＃子育て政策聞いてみた 

立候補表明者政策アンケート 

 

この度は、掛川で子育てし隊！及びみらい子育て全国ネットワーク(miraco)のアンケートへのご回答を検討い

ただきありがとうございます。 

私たちの団体はそれぞれ子育て中の親が中心となって作る市民団体で、子育て世代や若者が政治に興味を

持ち投票へつなげる事をめざしています。miracoではこれまで、身近な「子育て」に関する政策アンケートを 2017 

年の衆議院選挙より開始し、首都圏における各首長選挙や、統一地方選挙、参議員選挙などの立候補者に対し

て実施し、それを Twitter や facebook などの SNS 等で拡散してきました。(詳しくは Web サイトをご覧ください 

https://miraco-net.com/seijisanka/) 

今回の静岡県掛川市長選挙では、miracoの取り組みに強く共感した掛川で子育てし隊！が miracoと協同して

アンケートを行います。保育、学童のほか、掛川市の子育て政策に関する設問を用意させていただきました。 

頂戴した回答は、３月１日より SNS 等で広く周知させていただき、また Web サイト上で候補者同士の比較がし

やすい形で公開させていただく予定です。さらに立候補表明者の皆様には、掛川で子育てし隊！が開催する「お

しゃべりサロン」へお越しいただき、子育て中のママパパに直接政策を語っていただく場を設けられたらと考えて

おります。これについては別途ご相談をさせていただきたくお願い申し上げます。 

多くの有権者に皆さまの「子育て政策」への想いを届けるお手伝いができればと思っております。ご多忙の折

恐縮ですが、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。 

令和３年１月 29日 

掛川で子育てし隊！ 

みらい子育て全国ネットワーク 

 

 

返信先 E-mail: kosodateshitai.kakegawa@gmail.com 

回答締切 令和 3年 2月 20日（土） 

 

候補者のお名前：＿＿＿久保田たかし＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

確認：  

回答を SNSやWebサイトにて公開する際には、大手メディアなどの選挙特集サイトにて既に掲載されている 

顔写真を使用させていただきます。  

 

※別途お送りいただく、または写真使用が NGの場合には以下にチェックを入れてください。  

☐ 使用する写真を指定したいので、別途送付します。  

☐ 写真使用 NG  

 

主催：掛川で子育てし隊！、みらい子育て全国ネットワーク(miraco) 

共催：凸凹スマイルプロジェクト 

協力：かけがわこどもアレルギーの会、掛川助産師会、パリンドロムス、ブリリアントスターズ静岡 

https://miraco-net.com/seijisanka/
mailto:kosodateshitai.kakegawa@gmail.com
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１． 保育園について 

1-1．待機児童について 

掛川市の 2020 年 4 月時点の国定義待機児童は 5 人となっていますが、認可園を希望しているものの認可外

保育園や幼稚園の預かり保育を利用している等の隠れ待機児童を含む実質的な待機児童数は 174人となり、 

待機児童には未だ多くの問題が残されていると考えられます。待機児童についてのお考えや、掛川市の今まで

の施設整備※への評価を含めて、待機児童対策についての具体的な提案をお聞かせください。 
 

※…旧掛川市は平成 12 年の幼児教育振興計画策定により、幼保再編、民営化を実施して 21 園を 8 園に集約してきた。また平成 27 年から令和 2

年 12 月までに 5 歳までの認可園新設 4 園（南部の再編を除く）に対して、0-2 歳に集中する待機児童を解消するための小規模保育園を 11 園

開設している。 

（上限 200文字） 

 

 

1-2．保育士の処遇改善 

保育士は他業種に比べ給与水準が低く、また日々の業務負担が高いといったことから、資格を保有していな

がら保育士として働いていない潜在保育士が多く存在していますが、保育の現場では保育の量と質の確保がま

まならず、人手不足が叫ばれています。  

保育の質と量/保育士の確保のために、保育士の処遇(給与 UPや家賃補助など)を改善することについて、 

考えをお聞かせください。また給与の引き上げを取り組みとして検討される場合は、どの水準まで引き上げるの

が適切だとお考えですか。その場合は財源確保についてもお聞かせください。 

 また、「子どもの成長に関わり、命を預かり育む重要な仕事」である「保育職」の理解促進や労働環境改善につ

いて、掛川市として取り組みたいことがありましたらお聞かせください。 

（上限：300文字） 

 

 

 

 

  

掛川市では 2015 年から 2019 年までの 5 年間で子ども園等の施設整備により 807 人の定員増加を図りまし

たが、2020 年 4 月の待機児童（国定義）は 5 人、入所保留者が 174 人で解消には至っていませんので、

2021 年から 2023 年にかけてさらに 448 人の定員を増加する計画があります。また、兄弟姉妹で別の園に通っ

ている世帯も 80 ほどあることから、これらの解消に努めるほか、保育士の確保にも努めていきます。 

待機児童の解消には、施設整備のみならず保育士等の確保や処遇改善が必要だと考えます。保育士の給与に

ついては、国（内閣府）の「保育士処遇改善等加算」を活用して 2019 年は 2012 年比で月額 41,000 円

の給与アップが図られました。また、技能や経験に応じた役職手当も副主任等で月額 40,000 円、職務分野別

リーダーで月額 5,000 円以上が設けられました。これらの役職を得るには「研修」の受講が必須となりますが、私

も副会長として運営してきた「かけがわ乳幼児未来学会」の研修を県のキャリアアップ研修に位置付けるなど、引き

続き国の制度要望や独自の研修実施、ICT 化による業務負担軽減などに努めていきます。 
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２． 学童保育について 

掛川市内の学童保育は全体として慢性的な指導員不足状態にあり、人手の募集をかけても応募が来ない 

状況です。また、大規模校や街中などの子どもが多い地区では、増え続ける利用者に対してスペースも不足して

いるところが多々あります※。子どもたちの健全な放課後と、働く親が安心して子どもを預けられるために、掛川

市として取り組みたいことはありますか。 

※…厚生労働省の定める「放課後児童クラブ運営指針」にて、子ども 1 人につきおおむね 1.65 ㎡を確保することが求められている(指導員の事務等

のスペースは除く)。現在、掛川市では学童保育の待機児童は出ていないが、実際には定員の設定が指針に沿っていない施設やすでに定員を

超えている施設、3年生までしか受け入れていない施設もある。 

（上限：300文字） 

 

 

 

 

３． 教育について 

3-1．小中一貫教育について 

掛川市では、各中学校区内の保・幼・小・中学校が連携を強化し、市民総ぐるみでの教育活動を推進する 

「学園化構想」のもと、小中一貫教育を推進しています。子どもたちにとって小中一貫教育のメリットは何だと 

考えますか。また、掛川市における小中一貫教育の課題と対策など考えている事をお聞かせください。 

（上限：200文字） 

 

 

3-2．教職員の処遇改善について 

学校教育は知識の獲得だけでなく、子どもの人格形成や社会性を身につけるなど、人間性を育む上でも大き

な役割を担っています。しかし現場の教職員は職務が多忙で子ども一人ひとりと向き合う時間が充分に取れてい

ないという現状があります。また、文書作成などの事務作業も多く、仕事の持ち帰りが常態化しているとも聞きま

す。これらは教育の質の低下、教職のブラック化、持ち帰り仕事による情報漏洩の恐れなど、様々な問題が考え

られます。掛川市としてどのような対策をしていくべきと考えますか。 

増加する学童保育ニーズに対応するため、建物リースや空き施設を活用して、新たな施設整備や新たな事業者

の参入を進めることが重要だと考えます。本年４月からは、第一小学童保育所の施設整備を実施するほか、横

須賀小学童運営主体を統合して新たに横須賀保育園跡地を活用するなど施設面積の拡大を行います。また、

支援員確保のため運営事業者と情報交換を密にして人材の発掘・確保に努めること、合同研修会を開催するこ

とで資質向上を図ります。さらには、学童保育と放課後子供教室、放課後学習支援など総合的な子どもの放課

後支援を進めることで、単なる預かり保育から放課後教育へとシフトを図ることも重要だと考えます。 

小中一貫教育のメリットとして、 

① 教育カリキュラムや指導体制の改善による学力向上 

② 不登校やいじめをはじめとする「中１ギャップ」等の解消 

などが考えられます。課題としては、一貫教育の進み具合が学園（地域）によって差が生じること、小中学校が

物理的に離れているため教員の乗り入れ授業が難しいことなどが挙げられます。今後、2022 年度からの教科担

任制が開始されることも踏まえて「学園化構想」を進めていきます。 
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（上限：200文字） 

 

 

 

 

４．児童発達支援について 

4-1. 乳幼児の療育支援について 

乳幼児健診で 3歳までに発達について指摘を受けて、個別相談を案内され経過観察および療育が必要と伝え

られる家庭は、その後の受け皿が課題となっています。 

掛川市は、2018 年に発達相談支援センター「のびる～む」を開所し、本人と保護者に寄り添った相談と、交流

スペース「のびっこ」の取り組み等を精力的に行っています。また 2016 年にきらり（㈱クラ・ゼミ）、2020 年にひまわり

（タップ㈱）と民間企業の児童発達支援が開始し、2021 年には、掛川こども園での発達支援事業やきためばえ（東遠

学園組合 3か所目の療育園）の開所が決定し、療育施設のキャパシティは(民間、こども園も含め)増えては来ています。 

しかし、共働き世帯で「保育（療育）の時間、曜日の問題で利用が難しい」「利用を希望するサービスがあっても

人数の関係で入れない」等の声も聞かれます。就学前の療育が必要な子どもに対して、掛川市の現状に対する

ご意見と、今後の取り組みについてのお考えを教えてください。主に、地域園在籍児童に対する療育のキャパシ

ティは足りていると考えますか。また、毎日通園在籍児童に対しては、療育時間や曜日について、両親共に働く

世帯に寄り添った方法も必要と考えられますが、どのようにお考えでしょうか。 

参考： 

掛川市における未就園児の市内療育先は、現在東遠学園組合・社会福祉協議会・民間(2ヶ所)の計 4か所。重症心身障がい及び重複障がいの児童

については 1か所のみ。（こども発達センターめばえ、みなみめばえ共に 2歳児が週 1回、1歳児は月 2回である）。 

就園後の療育人数はR1年度で、めばえ毎日通園 32人（内訳…重症心身障害児 10、知的障がい児 22）、みなみめばえ毎日通園 33人（内訳…重症

心身障害児 4、知的障がい児 29） 

幼稚園・保育園等在籍児童の療育人数は、めばえの並行通園 24 人、その他保育所等訪問支援療育及び指導 12 人、みなみめばえの並行通園 30

人、その他保育所等訪問支援療育及び指導 10人、民間利用者 6人、ことばの教室（非公表）である。（※掛川市外からの利用者含む） 

（上限：300文字） 

 

 

下記のような対策が必要と考えます。 

1)特別な教育的支援を要する児童生徒を支援する学校サポーターの配置、肢体不自由の児童生徒のため特

別支援介助士の配置などによる教員の負担軽減 

2)教材をクラウド上で共有する、保護者アンケートや欠席連絡などデジタル化を進めることにより教員の作業時間

を効率化する 

3) 様々な取り組みに挑戦してもらうため、働き方改革に関する研究校を指定し、その成果を全ての小中学校で

共有する 

支援を必要とするお子さんに対し、適切な療育を提供することはとても大切だと考えます。他方で、共働き世帯に

とって「めばえ」などの開所日時と都合が合わないという声も聞いています。したがって、療育施設の開所時間や曜

日の検討に加え、認定こども園など普段お子さんが通っている園で適切な療育が受けられる体制整備も重要で

す。同時に、子育てにしんどい気持ちを抱える親御さんを支援することも必要だと考えます。 
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4-2. 発達障がい等をかかえる子どもの医療機関について 

市内在住の発達障がいや身体障がいの子どもたちは、過半数以上が、浜松市又は静岡市まで通院していま

す。市内では診断を受けられても、ＯＴ・ＰＴ・心理などのリハビリを含む専門的な治療が受けられないため、他市

へ通院している実情があります。しかし、通院にかかる負担も多く、初診になると、他市の受け入れ状況次第で

は、１年待ちや、受診を断られてしまうケースも多く聞かれます。 

上記において、あなたのご意見と、今後の取り組みについてのお考えを、具体的な施策とともに教えてください。 

（上限：300文字） 

 

 

 

 

５. 産後のサポートについて 

近年産後うつによる自殺や虐待などが問題視されており、産後のサポートの重要性が高まっています。掛川

市でも産後ケア事業や親子の絆づくりプログラム（ベビープログラム）が行われていますが、産後ケアが市のホー

ムページへ掲載されていないこと、親子の絆づくりプログラムが不定期開催であることなどから、必要な人（双子

や三つ子といった多胎児を持つ家庭、掛川に移住してきた家庭、育児に悩みを抱える家庭など）にサービスが行

き届いているのか疑問が残ります。 

近隣の自治体では、親子の絆づくりプログラムを初産婦のほぼ全員が受けられる仕組み（袋井市、磐田市）や、

『育児サポーター派遣事業（藤枝市）』、『はますくヘルパー（浜松市）』など市民に寄り添ったサポートの形がありま

す。掛川市における産後サポートのあり方について、考えをお聞かせください。 

（上限：300文字） 

 

 

  

「こころ」や「からだ」の発達が気になる子どもが増加する中、浜松市発達医療総合福祉センター友愛のさと診療

所や静岡市の重度心身障害児施設つばさ静岡の両施設が全県からの患者を受け入れているため、半年から１

年待ちなど、予約困難な状況が続いています。近隣でも発達障がいの診察に対応する医療機関は増えつつあり

ますが、中東遠地域でも療育環境を整備できるよう努力します。また、「のびる〜む」におけるペアレントプログラム

の実施など、親御さんへの支援の充実に力を入れていきます。 

産後ケア事業については、母子手帳交付時にすべての妊婦さんにお話を伺い、心配ごとや困りごとがある場合に

はご相談をお受けしているほか、産後は保健師や助産師がご自宅に伺い、子育てについての疑問にお答えした

り、必要に応じてアドバイスを行っています。これらについて掛川市のホームページに掲載することに加え、掛川市公

式 LINE において産後ケアや子育て情報をきめ細かく発信していきます。また、前述したペアレントプログラムの充

実や専門職が円を訪問する訪問型療育なども検討したいです。 
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６．子どもの貧困対策について 

現在、子どもの７人に１人が相対的貧困と言われており、各地方自治体でも対策がなされている例があります

（例：子ども食堂の整備や、夏休みの学童給食制度等）。子どもの貧困への対策として、あなたの考えを具体的な

施策とともに教えてください。 

（上限：200文字） 

 

 

 

 

７．子育て政策全般について 

子どもたちが幸せに生きるために必要な力はなんだと思いますか。そのために掛川市として取り組みたいこと

は何ですか。 

また 1～6の質問以外で、推進されている子育てに関する政策がありましたら併せてお聞かせください。 

（上限：200文字） 

 

掛川市の低所得世帯は 2017 年で 13.4%であり、全国の子ども貧困率 13.5%と同程度です。子どもの未来

応援コーディネーターなどが貧困のサインに気づき、早期発見・支援につなげることが大切と考えます。食事の確保

については、現在市内で１箇所（大坂、橋山食堂）あるこども食堂の支援や、夏休み等の休暇は学童における

食事提供を更に進めること、更には緊急時にはフードバンクによる食料提供を支援したいと思います。 

「今の子供たちの 65％は、大学卒業時に今は存在していない職業に就く」といった予測があります。子どもたちは

社会の変化に受け身で対処するのではなく柔軟に対応する力、自ら課題を発見し、他者と協働してその解決を

図り、新しい価値を創造する力が必要と考えます。待機児童ゼロ、預かり保育の充実、児童発達支援やいじめ・

不登校のサポート、学童保育の充実、新生活を始める新婚夫婦の支援（60 万円）などにも取り組みます。 


