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平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度第第第第２２２２回回回回奥州市奥州市奥州市奥州市子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて会議会議会議会議    会議録会議録会議録会議録（（（（要旨要旨要旨要旨））））    

    
        開催日時   平成 27 年 10 月 28 日（水） 午前 10 時～11 時 30 分 

  場   所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者       委員  16 名（欠席３名） 

          事務局  ７名 

    

         

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶   

 

３ 議題 

（１）利用者支援事業について 

資料１により事務局から説明。 

 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員  窓口対応で難しいケースに対応ということだったが、保育園に入れない、待機児童である

という以上のことをこのコンシェルジュ（利用者支援員）は保護者のためにサポートしてくれ

るということか。保育園に入ることを円滑に進めるための人なのか、それとも経済的なことな

ど他の複合的なことを抱えている人の問題も解決してくれる人なのかということを確認したい。 

事務局  今お話にでた保育コンシェルジュの機能だが、それほど難しくなければ窓口の職員でも対

応しているところだと思う。単に窓口や事業を紹介するというのであれば窓口の職員が対応す

ると。名前はついていないが、それらの業務であれば今窓口でも行っている。ただ、窓口にい

る市の職員も関係している業務を全て網羅して分かっているというのは難しいので、窓口では

対応が難しいケースを専門に支援にあたるというような形を想定している。 

Ａ委員  そうすると保育コンシェルジュは、例えば、いろいろな課をまたいでの知識を持っていて、

それぞれ横の繋がりを把握していて、一人の人を支援するために動いてくれるのかということ

でいいのか。 

事務局  今おっしゃったその通り。窓口から他の事業の担当者に繋いでうまくいったというのであ

れば、そこで支援員の役割は終わる。 

Ａ委員  要望だが、私もある窓口に行って「こちらをどうぞ」と紹介されたことがある。ただそこ

は、直接市とは関係のない暮らしの相談窓口だったが、ファミサポ（ファミリーサポートセン

ター）も直接市でやっているわけではないが、そういうところに紹介する場合には、ぜひ支援

員の方にも一緒に行ってほしいというのがある。私も、紹介をされて子どもを連れて窓口の前

までは行ったが、やはりやめようかなというようなこともあったので、窓口でうまく自分の状

況を説明できない人もいると思うので、支援員の方は、時間がある限り次の窓口まで一緒に行

ってほしいと思う。 

Ｂ委員  県の研修を受けると先ほど説明があったが、まだ研修は行われていないと。ただ事業は始

めるんだということで、市独自でそのような研修は計画されているのか。また、これに関して

何か資格を取るのか。例えば社会福祉士とか保育士とか幼稚園免許とか、ということをお聞き

したい。 

事務局  利用者支援事業をやるにあたって、その資格というのが県の研修を受講した人となってい

る。ただ、県でもまだ対応できないから利用者支援事業を開始できないというのもうまくない

話なので、やむを得ない措置として、まず事業を始めていいというようなことになっているよ

うだ。資格については何種類かあるが、そのひとつにまず研修を受けるということになってい
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る。県が実施する研修を受講することとなっているので、市で独自の研修を実施するのは難し

いと思う。ただ、４月１日から事業をスタートする予定なので、人を選考するにあたっては、

そういう知識のある方ということで募集をしようと考えている。 

 Ｃ委員  今までの話を聞いていると、とても一人では対応するのが大変な気がするが、始めてみ

て様子をみながら２人、３人というように増員するということは可能なのか。 

 事務局  こちらのほうでも、現状で窓口の職員が対応している部分というのがかなりあるが、窓

口業務で対応できなかった部分がどれだけのものなのかというところを把握できないというの

が正直なところある。先ほどＡ委員がおっしゃられたように、次の窓口に一緒に行くというよ

うなことも当然考えられるのだが、こちらで想定しているのは、相談を受けた一人一人につい

て、問題が解決するまで様々な事業を紹介し、それぞれのケースが解決するまでお付き合いす

るということで想定している。それが一人でできないような数があるということになれば、当

然増員も検討し、必要な数を充たすような体制を取らなければならないと思っている。 

Ａ委員  直接コンシェルジュと話がしたいというお母さんが直接相談に行くのは可能か。 

 事務局  窓口での入所相談のほかに、利用者支援事業として学校教育課の窓口に支援員がいるの

で、そちらに直接電話なり来ていただくということで相談していただけると思っている。今こ

の事業をやっていないので、今の相談のとっかかりが保育所や幼稚園への入所相談から始まっ

ているので、それ以前に、子育てでちょっと困っているというような相談もたぶん同じ窓口で

されているのかなと思っている。その中で、子育て支援のサービスをどう使ったらいいんだろ

うというような相談も一緒にされているんじゃないかと思っている。今後は、どこで相談をし

てもいいのだが、最初から専門的な知識がある人に相談したいという方もいると思うので、利

用者支援員の配置についてＰＲを図っていきたいと思っている。 

 

 

（２）利用定員の設定について 

 資料２により事務局から説明。 

 

 

〔質問・意見〕 

  

Ｄ委員  ひがし幼稚園の利用定員で、３歳児 29 人というのは多いような気がするが、質の高い教育

ということになると一人の教師では難しいのではないかと思うが、補助がついたりはするのか。 

事務局  利用定員については人数を定めるものであり、29 人となった場合は、当然２クラス編成す

るということになると思う。 

 

 

 

（３）教育・保育定員の確保について 

    資料３により事務局から説明。 

 

 Ｅ委員  認可外の保育園の利用数は調査しているか。 

 事務局  認可外の保育所は市に何園かあるが、区としては水沢区と江刺区にある。全部で 11施設

だったと記憶しているが、半分は事業所の福利厚生施設の保育所となっており、一般の方が

利用する施設としても数カ所あるが、所管は県になっており、利用人数等について４月１日

時点については私どもの方でも聞き取りをさせていただいたが、10 月１日は県でこれから調

査するということだ。４月１日の人数については、今手元に資料がないが、大体、４月１日

のみ利用した人も含めてということで 100 人いかないくらいだ。事業所も含めて。４月１日

の利用者ということで、例えば幼稚園に行っているお子さんでもその時春休み中で休園にな

っているため、単発的に利用したという方もいるため少し多くなっているという話をされた。
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認可外保育所について言えることは、事業所内保育所は別になるが、一般の方が使う施設に

ついては、年度初めは認可保育所の待機児童が少ないため、認可外を利用する人もあまり多

くないと伺っている。年度途中から後半に向けて待機児童が増えてくる現状があるので、年

度の後半にかけ認可外保育所を月単位で利用したいという方が増えてくるというということ

で、先日何カ所かの園さんと話をさせていただいた時にも、問い合わせが何件か来始めたと

いうことを伺っている。 

 Ｅ委員  待機児童のお母さん方は認可外保育所を利用していると考えていいのか。その方々はど

のようにして子どもをみているのか。 

 事務局  認可外保育所を利用している方も何人かはいるが、多いのは家庭保育、同居しているお

じいちゃん、おばあちゃん、あとは、同居はしていないが実家が近くにあってそこにお願い

しているという方が非常に多いようだ。あとは、自営も含めて何とか交代しながら保育をや

りくりしているという方もいらっしゃる。あとは、認可外の保育施設より多いと思われるの

が一時保育。就園前のお子さんだが、保育所に１週間に何日かという形で保育をお願いしな

がら仕事をしているという方もいらっしゃるというのが現状だ。 

 Ａ委員  今現在待機になったお母さん方に対して、窓口でどういう方法があるか具体的に教えて

くれているのかどうか。 

 事務局  保育所に入所できなかった場合はどのようにするかということを担当の方でも確認して

いる。どうしたらいいか、どのような方法があるか分からない保護者の方もいらっしゃるの

で、そういった方には、こういうところがあるというようなご紹介はさせていただいている。

その中から、ご家族の方々が検討して利用していると認識している。 

 Ｆ委員  (3)の定員調整以外の手法というところで、うちも本格的な幼保連携をやりだして、利用

定員ではなく実人数がいくら少なくても人手が欲しいということが分かった。７時開所、７

時閉所なのでシフトで回していくしかない。教育の質を高めるためには担任が必要であるし

というようなことを考えると、何人いても足りない。そこで、公立、私立施設が協力して人

材確保を進めるということを目指しているようだが、具体的にはどのような方法でご一緒に

やっていただけるのかお伺いしたい。非常に人材確保で苦労している。もう１点は、育休を

ちゃんと取れるようにという話があったが、現実的には、東京の方では育休になるとやめな

きゃないというような話もあったが、こちらの方ではそういう制度はなくて預けられる。だ

が、なぜ手元で、預けないでちょっとの時間でも多く自分で育てられないのかなと思うとこ

ろもあるので、利用していただくのはかまわないが、可能な限り自分で。場合によっても違

い、育てにくさとかがある時もあると思うが、お子さんの育ちにとっては、そういうことも

少しはあっていいのではないかと思ったことがある。 

 事務局  公立、私立が協力してというところだが、まずは、何が原因で人がいないのかというこ

とを分析しなければならないと思っている。公立の場合も、主に年度途中の分をどうするん

だということになり、私立も同じだと思うが、確保するために何が必要か。私立さんが困っ

ているということは重々分かっており、基本線に何があれば、何をしてもらえれば人が集め

られるのか、どういった支援が必要なのかということを聞き取りをさせていただきたいと思

っている。公立の方は、例えば人を集めるために賃金の単価を上げるという方法をとるよう

なことは、あまり正しくないと考える。そうなると、私立の施設を圧迫して、奥州市全体で

みると人材の確保に繋がらないのではないかと思っている。公立と私立が協力して人材確保

をするためにはどうすればいいかということを、今まであまり議論がされていなかったし、

行政としても聞いてもこなかったのではないかと思っている。結局は人の取り合いのような

形になってしまうので、そうならないためにみんなで考えましょうというようなことが何か

できないかと思っている。具体的にどうするというようなことは今のところ持ってはいない

が、まず全ての施設が話し合う場をもってみたい、あるいは個別にお伺いしたいということ

を考えている。もう１点について、育休中の親御さんといった問題については、待機児童問

題が深刻なところについては、育休のお子さんについては退所してもらうというようなかな

り強行な措置をとっているところもあるようだ。ただ、法令の定めを読むと、本当はそうす
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べきもののようだ。ただ、育休だからといって家でお母さんなりがみることができるからと

いうことで施設から出して、それにより子どもに悪影響が及ぶ時には引き続き施設に入れる

というような規定にはなっているようだ。ただ、現実問題としてそのようなことが本当にい

いんだろうかということもあるし、制度にただ乗りするような、実際に保護者の方がどのよ

うな考えでいらっしゃるのか分からないが、そのうちお話することになると思うが、お子さ

んを施設でお預かりするということには、大変な税金が投入されている。そのように税金を

投入することに納税者の方が理解を示すような形でないと、納税者が納得できるような親の

態度でないとなかなか難しいのかなというところも正直ある。言葉は悪いが、例えば自分が

楽をするために預けるとかそういったようなことだとどうなんだろうとは思う。それを条例

とか規則で定めるのもなかなか難しいところがある。なので、最終的には保護者の方の自覚

にお願いするしかないが、法律の最初にも書いてあるとおり、子育ての第一の責任者は親で

ある。それを親が理解した上で、社会として助けるのが今回の新制度なので、最初から社会

が全部面倒をみるという話ではないので、そういったことを広報なり何なりで、なかなか難

しいことではあるが、広報に載せたとしても読んでもらいたい人は読まないというような現

実もあるので、各施設の方とも協力をしながら活動を進めてまいりたいと考えている。 

 Ａ委員  保育士確保についての提案だが、近くの市で潜在保育士さんが集まって『おしゃべりカ

フェ』というのを実施しているところがある。そこに潜在保育士さんが集まって、具体的に、

復帰に向けてどんなことで困っているかとか心配事は何かなどを挙げ、どんな支援があれば

復帰ができるかというようなことを市が聞き取りを行っているところがあり、さらに復職プ

ログラムというものを実施しているところがある。なので、実際の声を聞いてみるのも手な

んじゃないかなと思った。 

 Ｂ委員  少子化に向けて公立保育所の働きを重点的にみているというのは非常に大切なことだと

思うので、よろしくお願いしたいと思う。保育士の確保についてだが、実際本当に難しいの

は難しいのだが、県の社会福祉協議会だと、就職支援センターという潜在保育士の統計をず

っととって、働きたい保育士の紹介をやっているという事業もある。働いていない保育士さ

んは何万人といるが、その中で復帰するのは数えるほどしかいないというのが現状のようだ。

あとはやはり、養成校との繋がりとか地域の施設間の繋がりで契約の切れる職員を紹介して

いただいたりというような方法で、私たちは何とか確保している。現在多くなっているのは、

民間の紹介業だが、保育士、栄養士、いろいろな紹介業のメールが毎日のようにきて、具体

的に常勤で１名いるとか２名いるというようなこともあるが、それを私は利用したことはな

いが、やはりきちっとその人を見ないとその施設にあった方かどうか分からないので、民間

のものはたくさんきているが利用はしたくないなというのが本音だ。公立保育所について、

非常に重要な面をみていただいているということを評価したいと思う。 

 Ｃ委員  勉強不足で申し訳ないが、私は衣川幼稚園にお世話になっていて、上の子が 20年前にお

世話になった時は、11時のお迎えが週に何回かあって、私は東京から来たのでおじいちゃん、

おばあちゃんがいなかったのでそういうのが大変だったが、３番目は 10 年ほど前にお世話に

なったが、その頃には早く預けられたり夕方まで預けられたりということがあった。そうい

うことも含めて、お家の人が幼稚園ではなく保育所を選んでいる理由は具体的にはどういう

ことがあると考えるか。 

 事務局  やはり第１には、専業主婦がだいぶ減っているということだと思う。共働きの世帯が相

当あり、３世代同居が減っている。そのため、昼間子どもをみてくれる人が誰もいないとい

うことで、幼稚園であれば通常はお昼過ぎには帰ってくるため帰って来ても誰もいないとい

うことになり、預かり保育というのを幼稚園でもやっているがそれでも時間が足りないとい

う場合もあると思う。それから、朝８時半からなので幼稚園に送ってから会社に行くとなる

と間に合わないということになり、実際の働く時間プラス通勤時間をカバーしなければなら

ないということを考えると、預かり保育を利用したとしても保育所の 11時間、延長を含めて

12 時間のサービスの方が求められるのかなと思う。それから、もしかすると給食があるかど

うかということも影響があるのかもしれない。公立でやっていないところもあるので、そう
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いうこともあるのかもしれないと思っている。 

 Ｃ委員  幼稚園では時間の問題は解決できないのか。 

 事務局  幼稚園の機能として、あくまでも幼稚園は教育をする施設であり、子どもを預けるため

の施設ではないので、その辺の位置づけ的なものがあると思う。当然、仕事をしているが幼

稚園での教育を受けさせたいという考えの方もいるので、その場合には、預かり保育を使っ

て何とか６時までには迎えに行くというようなこともあるのかなと思うが、新しい制度とし

て認定こども園というのができており、実際認定こども園では、幼稚園の１号認定の子ども

と保育所の２号認定の子どもと同じ活動をするので、そういった方のニーズに答えられるの

が認定こども園なのかなというふうに思っている。そうなれば、保育時間は長く、受ける教

育は幼稚園と同じものが受けられるというような形で、認定こども園のニーズも高まってく

るのではと思っている。 

 Ｇ委員  今地方創生ということで人口減少の話が出ているが、人口減少に歯止めをかけるために

も、そういった観点から教育や保育定員の確保ということを考えてはどうかと思う。人口が

減少しこれからそういう流れになるということはご承知の通りだが、今まち・ひと・しごと

総合戦略ということで奥州市も検討しているとは思うが、人口を減らさないためにどうする

かということの観点から検討されたほうがいいのではないかと思う。 

 事務局  今のご指摘、全くその通りだ。今回提案しているのは、長期的には減少が見込まれると。

現段階ではそうだという話であり、今回の子ども・子育て支援新制度も少子高齢化をなんと

かしようというのが目的だ。それが地方版になれば、やはり、奥州市の人口減少をどうやっ

て止めていくかという、子どもを産む世代の方に住んでもらいたい、あるいはもう一人子ど

もをもうけたいという方がもうけられるような環境を作っていきたいというのが趣旨である。   

    長期的に人口が減少するというのは現在の見込みで、実際に定員を縮小していくというよう

な局面では、非常に慎重にやらなければならないと思っている。一度縮小してまたそれを拡

大するということはなかなか難しい話なので、それについては、その時その時、いずれ施設

についてはここ 30 年を見通さないといけないという話なので、その部分で長期的なものを踏

まえ、あるいはこれから地方創生で様々な手が打たれると思う。現在のところ、限られた人

を各市町村が取り合う形にならざるを得ない状況になっている。そうではなく、我々が市全

体として少子高齢化の対応をしていく訳だが、我々のセクションにおいて考えなければなら

ないのは、子どもを産みたいと考える方が思った通りにできることを考えると。そのための

環境作りをするということだと思うので、ご指摘の通り、これから様々な、他のセクション

で行われるような施策も踏まえ、それとの整合もとりながら進めたいというふうに考えてい

る。 

Ｈ委員  対応策の方向性(1)の公立、私立施設の役割分担ということで、この方向性については概

ね賛成する。この中で、定員の確保という議題からは少し外れるかもしれないが、(1)の中で、

私立施設が取り組むことが難しいサービスを担うことにあると示されているので、要望とい

う形で少し述べさせていただきたい。保育士不足ということに絡んで、私立施設で行ってい

る休日保育を続けていくことがなかなか難しくなってきつつある。そういったことも視野に

入れておいていただきたいということが一つと、一番最後の定員調整以外の手法のところで、

地域の保育力を高めていくということで、今現在コポの村上さんが、保育士がそれぞれの園

でのケースを持ち寄って検討する事例検討会、勉強会を月１回くらいしてくださっている。

そういったところに参加して大変いい学びをさせていただいており、保育士の資質の向上に

繋がると思うし、それぞれの施設の保育力というのが高まっていくということに繋がってい

くと思うので、そういったことにも目を向けて何らかの支えをいただければ有り難いなあと

思っている。 

 Ａ委員  先ほどの、納税者の理解を得られるような親の在り方というところには身の引き締まる

思いだ。本題だが、対応策の方向性(1)の定員が不足し、サービス量の拡大が求められる局面

においては公立施設が対応するよりないとあるが、先ほどの話にもあったが、都市部の方は

待機児童があり、梁川、広瀬、玉里については定員が下回っている。あるいは、公立幼稚園
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については、０、１、２歳児は当然だがみていないということで、定員不足に対して公立施

設は対応できていないと思う。確かに、山間部の保育所は空いているが、水沢からそこに行

けと言われても大変だし、現時点で公立施設は対応できていないと思うのだが、これからど

のようにして対応していこうと思っているのかお伺いしたい。 

 事務局  今のご指摘についてはその通りで、山間部については定員が余っている状況、市街地に

ついては定員が足りない状況ということで、今回の話の中で２つある。ひとつは、幼稚園が

余って保育所が足りないというアンバランス。それから、中山間部において定員が余ってい

て市街地が足りないというふたつの要素がある。そういったことで、今回公立が対応を考え

る時に、幼稚園、保育所のバランスと地域的なバランス、これを合わせて考えようと。その

中には、両方の機能を持つ認定こども園も視野に入れて考えようといった３点である。 

 Ａ委員  ０、１、２歳児がおそらく待機で増えていると思うが、奥州市では小規模保育とか家庭

的保育、保育ママといったことにこれから取り組んでいこうというようなことは考えている

のか。 

 事務局  市として小規模保育事業をやるといったようなことはまだ考えていないが、新たな事業

者がそういうものを立ち上げたいといった時には、こちらで審査をして認めていくというこ

とで進めていきたいと考えている。 

 Ｉ委員  親の目線からみれば、保育所がたくさんあってサービスがたくさんあっていいとは思う

のだが、子どもの目線に立った時に、保育園にずっと預けられていて、本当はその時期には

親の愛情をたくさん受けたい時期なのではないかと思うのだが、親と過ごす時間も少ないと

なってくると、やはり親もそれだけの努力をしていかなければならないと、子どもを心豊か

な子に育てるには親の愛情がたくさん必要なのではないかと感じる。親になったから立派な

親になるのではなくて、親もひとつずつ成長していろんなこと見て、乗り越えて、いろんな

ことを考えながら親になっていくのだと思うのだが、子どもたちの声も聞いてほしいと思う。

保育園くらいの子に聞いても分からないとは思うが、もう少し年齢が上がった時に、お父さ

ん、お母さんに対して今どんな思いを感じているかとか。寂しくないというのであればいい

のだが、保育園の後次は児童センターに行って、親と過ごす時間が少なくてとなると、将来

大人になった時の精神状態が心配。私が子どもの頃は幼稚園の子の方が多かったので、時代

が変わってきたのだとは思うが、子どもたちの目線でのアンケートみたいなものや、小学校

の先生とか児童センターに関わって実際子どもたちをみている先生たちが、例えば子どもた

ちが道徳的にどうなのかとか、預かる以上安全面も大事だとは思うが、人間としてみた時に

健やかな成長をしているのかということも市で把握し、必要があれば親に勉強会をしてもら

ったり、親が勉強する機会を保育の方から発信してもらえればと思う。 

 Ｅ委員  私は子どもを２年前に産んでいるのだが、それまで幼稚園のことは全く分からず、２時

くらいまでしか面倒をみてもらえないと思い込んでいて、預かり保育などがあるということ

を最近知って、友達で保育園に預けているお母さんがいるが、その人たちも、幼稚園で預か

り保育をやっていることを知らないので、情報が行き渡っていないなと感じている。働いて

いるお母さんは時間がないので、情報を自分で取りにいくという時間さえないと思う。そう

いう情報は、本当は自分でとりにいけばいいのだろうが、市でもっと発信していただいきた

い。さっき、広報を見ないからやっても無駄とおっしゃっていたが、確かに広報を全部読む

時間はなく、読んでいない人もいると思うので、広報ではなく、お金関係、例えば児童手当

とか特別給付金のお知らせであれば私は必ず見る。そういうお便りに、幼稚園の情報とか、

保育所に預けるのに税金がかかるということも知らない人がいると思うので、そういうこと

を書いたものを一緒に送れば、市の負担もかからないし情報も発信でき一石二鳥だと思うの

で、情報を発信するということは大事だと思っているので、諦めずやってほしいと思う。 

 Ｆ委員  その他のところかと思い控えていたが、公立さんが隙間のようなところを対応していき

たいということに関連してこちらが今困っていることだが、うちの園にはグレーゾーンの支

援の必要なお子さんが多く、今現在一人に一人つかなければない状況であり、年度途中に産

休、育休に入る職員がいて、私も保育に入ってしのいでいる。私立は人件費の拠出も限られ
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ているので無制限に雇うこともできないということで、一人その子のためにつかなければな

らない。その時に困っていずみの所長さんにご相談したが、うちも自閉症の子がいるので無

理だと言われたが、では私たちは一体どうすればいいのかなと。そのお子さんが幸せに成長

するための手だてがあればいいんだけどなという思いと、私たちは他の子もみなければなら

ない状況の中でその子のために一人さかなければならないという現状はどこで解決できるの

かなという思いがすごくある。そのお子さんだけではなく、クラスの３分の２を占めるクラ

スもある。そういう中で、うちは一人自閉症がいますからと断られてしまったら、私たちは

一体どうしていけばいいのかなという思いがすごくある。よろしくお願いしたい。 

 事務局  先ほどお話があった休日保育あるいは障害児保育、そういったことも公立の役割として

はあるのかなと思っている。その辺について、この場でお話するのが適当かどうか分からな

いが、市全体としてどう対応していくのか、市全体というのは公立、私立も含めてのことで、

いずれ特別支援の子どもさんもだんだん増えているので、そういったことを前提として組み

立てなければならない状況になってきていると思っている。私立で大変だから全部公立で引

き受けましょうという話もなかなかできないので、その辺はまた別途お話する機会を設けて

対応していきたいと考えている。  

 Ａ委員  親が子どもとの時間をたくさんとるとか子育ては家庭でということはもちろん前提での

お話だが、共働きで働かないとやっていけない家庭が非常に多い。先ほどのお話のように３

世帯同居がなくなってきているので、あるいは遠方に実家があるという人もいるので、先日

息子を民間の託児所に預けた時に、保育所も入れず託児所にも待機がいてどうしたらいいか

分からないと泣いて帰っているお母さんがいた。おそらく、市の窓口でも泣いて帰ってらっ

しゃるお母さんがいるのではないかと思う。家庭が円くおさまるためには、お母さんが元気

でいることがすごく大事だと思うことが私自身あったので、お母さんが困ったといって泣い

ているのは寂しい部分があったので、そういうお母さんたちもいるということを知って欲し

くてお話をした。それからもうひとつ、私は３人目の子どもが欲しいと思っている。だが、

私が上の２人を産んだ産科が分娩をやめてしまった。子育て支援の前に出会いの支援も必要

だし出産をする場所というのも、今私はすごく不安になっている。産婦人科が少なくなり先

生が忙しくなると思うと安心して産めなくなるということも考えてしまうので、子育て支援

の前の出産、その前の出会いの支援も今いろいろやっているのは聞いているが、人口減少に

歯止めがかかればと思っている。３人欲しいというお父さん、お母さんがたくさんいる。実

際育てている方も周りにたくさんいる。なので、産みたい、育てたいと思うような、自分が

心配なのでお話した。 

 事務局  今おっしゃられたご指摘は至極ごもっともなお話であり、ただ市としては、それぞれの

セクションにおいて少子高齢化に対応するそれぞれの分野を担当しているので、ご指摘のあ

った点については担当課にも伝えておく。 

 

 

 （４）その他 

     特になし  

 

４ 閉会 


