
会議名称 平成30年度第１回 伊達市子ども・子育て会議

議　題

開催日時 平成30年12月4日（火）　14:00～14:30

場　所 市役所２階会議室Ｂ

出席委員７名　欠席委員３名　

（市出席者：健康福祉部長、子育て支援課長、児童家庭係長、保育係長）

所管部課名  健康福祉部子育て支援課

■公開 傍聴者の人数 １名

□非公開 非公開の理由

【会議の概要】

　１　開　会

　 　　　（出席委員が過半数を超えているため会議は成立）

　２　市長挨拶

　　　　 現在、策定中である総合計画の中で、多くの母親の意見を聴き、子どもを育てる環境が大

　　　 きく変化していることを実感している。

　　　 「第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画」の策定では、貴重なご意見をいただき、実効

　　　 性のあるものにしたいと考えている。

　　　　 実際に子どもを安心して産み育てられる環境づくりに向けて､活発な議論をお願いしたい｡

　３　会長・副会長選出

   　　　委員の互選により、会長に大越委員、副会長に中村委員が選出された。

 　　    　※仮議長を務めた市長が退席

　４　議題　〔資料に基づき事務局が説明〕

　　　　◆報告第１号　伊達市保育士等人材バンクの創設について

　　　   （委　員）人材バンクへの登録・採用者は何人いるのですか？

　　　　　(事務局) 登録者が11名、採用者が２名です。

　　　　◆報告第２号　特定不妊治療費助成制度について

　　　   （委　員）一般不妊治療と特定不妊治療の費用はいかほどかかるのですか？

　　　　　(事務局) 一般不妊治療費は補助上限である3万5千円の中で概ね賄えています。

　　　　　　　　　 特定不妊治療については高額な治療であり、北海道の補助上限である30万円

　　　　　　　　　 の助成を受ける対象者が多いのが現状です。

　　　　　　　　　 体外受精や顕微授精など手法も多々あり、保険適用外であるために治療に60

　　　　　　　　　 万、70万の自己負担がありますので、北海道が行う助成後に当市も助成を行

　　　　　　　　　 いたいと考え、制度設計を進めています。

　　　   （委　員）伊達市が行う助成金額の上限はどのように考えていますか？

　　　　　(事務局) 補助の上限を5万円で考えています。

伊達市子ども・子育て会議　会議録

　 報告第１号　伊達市保育士等人材バンクの創設について
　 報告第２号　特定不妊治療費助成制度について
　 協議第１号　第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画の策定について
　 協議第２号　伊達幼稚園の新制度移行に伴う利用定員の協議について

出席者

公開
非公開
の別



　　　　◆協議第１号　第２期子ども・子育て支援事業計画の策定について

　　　   （委　員）回収ですが保育所や学校に協力してもらい、アンケートの配付・回収を行っ

　　　　　　　　　 てもらうことについては、是非協力させていただく、そのようにすることで

　　　　　　　　　 回収率は間違いなく向上すると考えます。

　　　　◆協議第２号　伊達幼稚園の新制度移行に伴う利用定員の協議について

　　　   （委　員）定員を減らすということですが、その影響で受け入れができない子どもが出

　　　　　　　　　 てくることはありませんか？

　　　　　(事務局) 最新の入所人数は88名であり、現在の140名定員を120名定員に変更しても、

　　　　　　　　　 来年度十分定員内で対応できると判断しております。

　　　　　　　　　 また、定員に対して120％までの受け入れが、制度上可能であります。

　　   　　  ※協議第１号、第２号は承認。

　４　その他　

　　　　　(事務局) 次回会議の開催時期でございますが、平成31年２月頃を予定しております。

　　　　　　　　　 日程については別途調整させていただきます。

　　　　　　　　　 議題につきましては、子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査の途中経過の

　　　　　　　　　 状況、また再来年以降の市全体の保育のあり方等についても報告できると考

　　　　　　　　　 えております。

　５　閉　会
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          日 時 平成 30 年 12 月 4 日（火） 14：00～ 

          場 所 市役所２階会議室Ｂ 

 



会 議 次 第 

 

 

 

１．開 会 

 

２．市長挨拶 

 

３．会長・副会長の選出 

 

４．議 案 

報告第１号 伊達市保育士等人材バンクの創設について 

報告第２号 特定不妊治療費助成制度について 

協議第１号 第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

協議第２号 伊達幼稚園の新制度移行に伴う利用定員の協議について 

 

５．その他 

 

６．閉 会 
 



【報告第１号】  

 

伊達市保育士等人材バンクの創設について 

 

■目 的 

 伊達市内の各保育施設で保育士確保が困難なことから、市で「伊達市保育士等人材バンク」を

設置し、潜在保育士の掘り起しを行う。また、待機児童対策のため保育士など、保育所で勤務す

る職員を確保し、安定した保育所運営を行う。 

 

■概 要 

 ◎施行日   

   平成 30 年７月９日 
 

◎登録対象施設 

   市内の公立・私立保育所、認定こども園 
  

 ◎登録対象者 

   （資格を持っている方）保育士、看護師、栄養士 

   （資格を持っていない方）保育助手、調理補助、用務員 
 

 ◎運用方法 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①登録者は子育て支援課へ登録 

②職員の採用を希望する際、施設が子育て支援課へ登録者名簿の閲覧を申請 

③子育て支援課は閲覧申請があった際、登録情報を提供 

④施設が登録者へ採用活動、合意に至れば就労 

 

 ◎登録期間 

   登録の日から３年間が経過した、年度末（３月31日）まで 

 

 ◎その他 

   あくまでも情報提供に留まり、雇用関係のあっせんを行わないことから、職業紹介事業に 

該当するものではない。 



 
 

伊達市保育士等人材バンク設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内の保育所及び認定こども園（以下「保育所等」という｡)での就労希望者

の就労を支援し、市における保育の担い手を増やすため、市が実施する保育士等人材バンク（以

下「人材バンク」という｡)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（登録の対象者） 

第２条 人材バンクの登録対象となる者は、保育所等において、保育士、保育助手、看護師、栄養

士、調理員又は用務員として就労を希望する者とする。 

（登録の申込み等） 

第３条 人材バンクへの登録を希望する者は、伊達市保育士等人材バンク登録申込書（様式第１号。

以下「登録申込書」という｡)を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、登録申込書の提出があったときは、伊達市保育士等人材バンク登録者名簿（様式第２

号。以下「登録者名簿」という｡)へ登録し、保育所等の長に限り、閲覧に供するものとする。 

 （登録の変更及び取消し） 

第４条 登録者名簿に登録された者（以下「登録者」という｡)は、登録内容に変更が生じたとき又

は登録を取り消そうとするときは、速やかに伊達市保育士等人材バンク登録内容変更・取消届（様

式第３号。以下「変更・取消届」という｡)を市長に提出するものとする。 

 （登録の削除） 

第５条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿から削除することが

できるものとする。 

 (1) 変更・取消届により取消しの届出があったとき。 

 (2) 保育所等の長からの連絡により、採用が決まったとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか市長が登録者として不適格と認めたとき。 

 （登録の期間） 

第６条 登録者名簿の登録期間は、登録を完了した日から３年を経過した日の属する年度の末日ま

での期間又は前条の規定により削除した日の前日までの期間とする。 

（登録情報の提供） 

第７条 人材バンク登録情報の提供を受けようとする保育所等の長は、伊達市保育士等人材バンク

登録者情報提供申込書兼誓約書（様式第４号。以下「情報提供申込書」という｡)を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、保育所等の長から情報提供申込書の提出があった場合は、希望する登録者に係る登録

申込書の写しを提供するものとする。 

（留意事項） 

第８条 人材バンクへの登録を希望する者及び保育所等の長は、人材バンクが職業安定法（昭和22

年法律第1 4 1号）に規定する職業紹介を行うものではないことに留意するものとする。 

２ 保育所等の長は、その責任において面接を行い、採用の際には児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和23年厚生省令第63号）等配置基準の遵守に留意するものとし、保育所等と登録

者との合意に基づく勤務条件等により生じたトラブルについて、市はその責任を負わないものと



 
 

する。 

（庶務） 

第９条 人材バンクに関する庶務は、健康福祉部において行う。 

（個人情報の保護） 

第10条 登録者の個人情報を扱う職員は、伊達市個人情報保護条例（平成16年条例第26号）に基づ

き、登録された情報を適正に取り扱わなければならない。 

２ 登録者の情報の提供を受けた保育所等は、提供された個人情報を他人に知らせるなど、本告示

に定める以外の目的に使用しないこととする。 

（委任） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、平成30年７月９日から施行する。 

 



【報告第２号】  

 

特定不妊治療費助成制度について 

 

■経 緯 

   平成 19 年度より不妊に悩む市民に対して、一般不妊治療費の自己負担額の一部を助成し、不 

妊治療に係る経済的負担を軽減している。 

 しかしながら、一般不妊治療（基本検査・精密検査・タイミング法・人工授精等）では妊娠が

見込めず、より高度な特定不妊治療（体外受精・顕微授精等）へ移行する市民が増えている。 

全道的には一般不妊治療に対する助成は少数で、特定不妊治療に対する道助成に上乗せする自

治体が多く、道内の全 35 市中、27 市が助成を行っている状況にある。 

 

■実 績 

一般不妊治療費への助成（伊達市） 

年度 助成人数 出生数 出生率 特定不妊治療者数 

平成25年度 12 4 33.33％ 25 

平成26年度 9 0 0％ 20 

平成27年度 20 1 5.00％ 24 

平成28年度 17 5 29.41％ 18 

平成29年度 12 5 41.67％ 23 

合計 70 15 21.43％ 110 

 

■助成方法 

一般不妊治療から特定不妊治療へ移行した市民に対しても、治療費の助成が可能となるよ

う制度設計を進めている。 

助成方法として、北海道が行う特定不妊治療費に対する助成に上乗せ助成する手法により、

平成31年度から実施するべく予算要求を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   伊達市特定不妊治療費助成金交付要綱（案） 

（趣旨） 

第１条 この告示は、体外受精及び顕微授精による不妊治療並びに男性不妊治療（以下「特定不妊治 

療」という｡)を受けている夫婦の経済的負担の軽減を目的として、特定不妊治療に要する費用の一部

を助成することに関し、必要な事項を定めるものである。 

（男性不妊治療） 

第２条 この告示において男性不妊治療とは、特定不妊治療の過程の一環として行われる精巣内精子生 

検採取法（ＴＥＳＥ）、精巣上体内精子吸引採取法（ＭＥＳＡ）、その他精子を精巣又は精巣上体か

ら採取するための手術等とする。 

（助成の対象者） 

第３条 助成を受けることができる者（以下「対象者」という｡)は、特定不妊治療以外の治療法によ 

っては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に判断され、かつ、次の要件を全て満たすもの

とする。 

（1） 北海道特定不妊治療費助成事業要綱（平成16年９月７日付け子ども第1197号。以下「道実施 

要綱」という｡)による助成の決定を受けた者であること。 

（2） 夫婦のいずれかが伊達市に住民登録を有する者であること。 

（3） 夫婦ともに市税、国民健康保険税を滞納していないこと。 

（4） 他の市区町村において、同一の特定不妊治療に要した経費の助成を受けていない者又は受ける 

見込みのない者であること。 

（助成の対象治療） 

第４条 助成対象となる治療は、特定不妊治療（医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合に 

おいて、卵胞が発育しない等の理由により卵子や採取の以前に中止した場合を除く。以下同じ｡)と              

する。ただし、特定不妊治療のうち、次の各号のいずれかに該当する特定不妊治療は対象外とする。 

（1） 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療 

（2） 代理母（妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠

できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻

の代わりに妊娠・出産するもの） 

（3） 借り腹（夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精

子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わり

に妊娠・出産するもの） 

（助成の対象経費） 

第５条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用（北海道特定不妊治療費助成事業（以下「道助成事

業」という｡)による助成を受けた金額を控除した額とする｡)とする。ただし、その額に1 0 0円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 



（助成金の額等） 

第６条 道助成事業の助成決定を受けた治療１回につき５万円を限度とする。 

２ 市長は、助成金の交付を受けようとする対象者（以下「申請者」という｡)に対して予算の範囲内に

おいて、助成金を交付することができる。 

（助成金の交付申請等） 

第７条 申請者は、道助成事業の助成決定を受けた後、伊達市特定不妊治療費助成金交付申請書（様式 

第１号）に次の各号に定める書類を添えて、道助成金の助成の決定の指令を受けた日の翌日から起算

して60日以内に申請しなければならない。 

（1） 道助成事業の助成決定指令文の写し 

（2） 道助成事業を申請する際に添付する、特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 

（3） その他、市長が必要と認めた書類 

２ 助成の回数及び期間は、道実施要綱に基づいた回数及び期間とする。 

（助成金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付が適当であると認 

めたときは、伊達市特定不妊治療費助成金交付決定通知書（様式第２号）により、交付が不適当と認

めたときは、伊達市特定不妊治療費助成金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知する

ものとする。 

（助成金の交付時期） 

第９条 前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

（支給原簿） 

第10条 市長は、特定不妊治療費助成金支給原簿（様式第４号）を備え、助成金の受給者及びその支給 

状況を明らかにしておかなければならない。 

（助成金の返還） 

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返 

還させるものとする。 

（調査等への協力） 

第12条 この告示に基づき助成金の交付を受けた者は、本事業に係る助成金の執行等に関し、市長が必 

要な調査等を行うときはこれに協力しなければならない。 

（個人情報の保護） 

第13条 市長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。 

（委任） 

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。 



【協議第１号】 

 

第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

■経 緯 
  
 子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法において国が定める基本指針に即し  

市町村が策定する法定計画であり、現行計画の期間は平成 31（2019）年度までとなっている。 

  第２期計画は、平成 32（2020）年度～平成 36（2024）年度の計画期間で、平成 30（2018）

年度～平成 31（2019）年度で策定することとし、関係予算については 11 月 20 日に開催され

た平成 30年第３回伊達市議会臨時会において議決されている。 

 

 

■策定スケジュール    
 

※詳細は別添資料のとおり 

 

 

■ニーズ調査概要 
 

  設問内容  国が求める設問内容を原則とし、伊達市独自の設問を検討。 

（保育料無償化、奨学金、各種手当の使途、子ども食堂、放課後子ども教室など） 
 

調査対象  調査対象件数は、1,500 件を想定。 

前回調査では未就学児と小学生低学年がいる保護者を対象としたが、０歳から 

18 歳程度までのお子さんをもつ保護者まで対象を拡大することを検討。 
 
  回収方法  回収率の向上を図るため、学校や保育所等から調査票を配付・回収することが 

できないかを検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30（2018）年度 12 月～３月 ニーズ調査（アンケート調査、回収データ分析） 

平成 31（2019）年度 
４月～12月  計画書素案策定作業 

３月  計画書完成 

平成 32（2020）年度 ４月～  第２期計画施行 



上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

　パブリック・コメントに基づく原案修正

　平成30年第３回伊達市議会臨時会　補正予算計上

　第２期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査

　伊達市経営会議に基づく原案修正

　第２期子ども・子育て支援事業計画素案、概要版作成

　伊達市経営会議付議

　計画策定に係る業務委託期間

　第３回伊達市議会定例会報告

　第２期子ども・子育て支援事業計画施行

　パブリック・コメント実施

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 4月以降５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月

第２期伊達市子ども・子育て支援事業計画  策定スケジュール

１２月 １月 ２月 ３月 ４月内　　容

2018年度（平成30年度) 2019年度(平成31年度) 2020年度



【協議第２号】  

 

伊達幼稚園の新制度移行に伴う利用定員の協議について 

 

■背 景 

  平成 31 年度から、伊達幼稚園は新制度幼稚園（施設型給付を受ける幼稚園）へ移行する予

定である。子ども・子育て支援法では、市町村長は利用定員を定める際、あらかじめ、子ども・

子育て会議等の意見を聴いたうえで、都道府県知事と協議することになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■平成 31年度 伊達幼稚園の利用定員  

伊達幼稚園は、近年の入所児童数の減少および少子化傾向を勘案し、120 人の利用定員と

したい旨の申し出があり、平成 31年度の利用定員は下記のとおり定めることが好ましい。 

●伊達幼稚園（１号認定・教育部分）利用定員 

区分 ０歳児 １･２歳児 
３歳以上児 

（１号認定） 
計 

平成 30年度 子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定なし（入所定員１４０人） 

平成 31年度 ０人 ０人 １２０人 １２０人 

 

  ※年齢別定員内訳 

満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１５人 ３５人 ３５人 ３５人 １２０人 

 

※年次別入園児童数 

   

 

 

 

年 次 園児数(A) 定員(B) 入園率(A/B) 

平成 28年度(H28.5.1) 110 人 140 人 78.6％ 

平成 29年度(H29.5.1) 107 人 140 人 76.4％ 

平成 30年度(H30.5.1) 85 人 140 人 60.7％ 

平成31年度見込(H30.11.1申込時点) 88 人 120 人 73.3％ 

子ども・子育て支援法（抜粋） 

（特定教育・保育施設の確認） 
第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者（国（国立大学

法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。）

を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定

める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。 
一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 
三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子 

どもの区分 
２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七

条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子ど

もの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 
３ 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 


