
 1 

平成 27年度第４回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
  開催日時   平成 28年２月 18日（木） 午前 10時～11時 40分 

  場   所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者       委員  18名（欠席１名） 

          事務局  ５名 

 

         

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶   

 

３ 議題 

（１）利用定員の設定について 

資料１により事務局から説明。 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員  待機児童が増えているというお話があったが、平成 26年 10月は 39名、27年の 10月は 58

名の待機児童がいるということ。今回新しい施設が創設されるということだが、そのことによ

って待機児童はどれくらい減る予定なのか。予想される部分で結構なので、どの程度解消でき

るのかお聞かせ願いたい。 

事務局  お話しがあったとおり、現在、10 月１日の待機児童が 58 名となっている。実際出ている

待機児童については、ほとんどが、産休や育休が終了し子どもを預けたいがすでに空きがない

という状況になっている。４月１日時点では今年度の場合は３名だったが、年度途中に、満１

歳まで育休を取りそこから復帰される、あるいは１年に満たない中で復帰される方も多く、そ

ういったことで０歳児の待機が非常に多くなっている。０歳児が多いということは、育休が１

年取れていないということではないかと思っている。そういったことから考えると、今回定員

が１、２歳児が 12名増えるということで、０歳児については、今回の定員の増ではなかなか難

しいのではないかと考えている。待機児童対策については、施設面での急な対策というのは難

しい面があるため、何か他の手立てを考えていかなければならないと思っている。 

 

 

（２）公立施設の定員について 

 資料２により事務局から説明。 

 

〔質問・意見〕 

  

Ｂ委員  この資料をみて初めて胆沢のことを知ったが、大半が水沢に行っていると。そのほうが都

合がいいのか、それともやむなくそうしているのか。25年に行ったニーズ調査では、利便性を

重視しているという結果があるので、利便性を重視し水沢に来ているということなのだと思う。

今ある胆沢保育園と愛宕
あ た ご

保育園は定員が満杯に入っていると思われるが、それでいて幼稚園は

すごく定員が割れていると。であれば、ニーズ調査だけを基にするのはどうなのかなという思

いがあり、利便性もどういう利便性なのかと疑問に感じる。胆沢に関しては、もう尐し慎重に、

もう一度調べたほうがいいのではないかと思った。25年に私にもニーズ調査が送られてきたの

でその時の思いを書いて出したが、あの時上の娘がまだ０歳だったが、奥州市は子育て支援セ

ンターなどがたくさんあり、とってもいい、とってもいいということだけを書いて出した。と

ころがそこから１年たち、家庭の環境が変わった結果、違うところもいろいろと見えてきて、
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こんな所があればいいのに、どうして私はこんなことで苦しいんだろう、ということを感じる

ことが出てきた。25年に答えた自分の結果が今変わってきているのもあるので、せっかくした

ニーズ調査ではあるが、それだけではなく、どこに建てたらいいかということを膝を交えて聞

いてみる機会があってもいいのではないかと思う。 

事務局  ご指摘のとおり、やむなくなのか、都合がいいからなのか、正直どちらなのか分からない。

考えなければいけないのは、例えば、胆沢で保育施設が足りないということで施設を建てたが、

やはり水沢に入れたいという人が結果的に多かった場合、胆沢に造ったが入る人がいないとい

うことも考えられないことではないと思う。そういう事があり得るということも考えなければ

ならないので、それぞれの区の中で完結したほうがいいのか、あるいは、例えば水沢と胆沢を

セットで考えたほうがいいのか、そういったことも考えなければならないと思っている。みん

なそうだから水沢に造ればいいという話ではないというふうにご理解をいただきたい。 

Ｃ委員  簡単に言ってしまうと、長期的にみて資料２の網掛けの施設は無くなると理解していいか。 

事務局  網掛けしているところが無くなるということではない。この施設は、建て替えをしなけれ

ばならないと認識をしているということであり、需要として想定される部分については、当然

その部分の施設は整備をしなければならないということであり、仮に需要がそんなにないとい

うことであれば、数が減るということはあると思う。ただ、まるっきりゼロになるということ

はないと思っている。現に、今入っている児童もあり、それがゼロになるというのはちょっと

考えにくいので、いずれ区なり、先ほどお話をした水沢と胆沢の関係のようなことを整理して、

必要な定員はどれだけあるのかということを考えた上で、無いものとして最適な、ゼロベース

で考えるということ。何もないところに今造るとすればどうするか。今ある施設のことは考え

ず最適な選択をしていこうという考えだ。 

Ｄ委員  再編についての思いだが、今私立で非常に苦悩している支援児童の対応というところにも

視点をあてていただき、しっかり対応していただけると有難い。また、需給のバランスの配分

がうまくいく方向で考えていただいているという感想をもった。ぜひ、このような形で進めて

いただきたいという思いだ。 

Ｃ委員  再編についてだが、小学校とうまく連動できるような形で考えていただきたい。 

事務局  今教育委員会として、幼、保、小連携を進めており、これから全市に展開していく方向で

進めていくのだろうと思う。幼稚園と小学校は比較的繋がりがあるようだが、保育については、

勤務先の関係や空きがないといったようなことで、一つの小学校に７、８の施設から１年生が

入ってくるというようなこともあり、また、保育所やこども園からみれば、７、８の小学校に

あがるというような状況になっている。そのため、保育部門については、小学校との関係は難

しい面もあるのではと考えているが、奥州市の場合、小学校は全て公立なので、もし奥州市ス

タンダードのようなものがあれば、それはそれで進められることではないかとは思う。ただ、

学校の独自性というようなものもあるので、保育の場合、それがストレートに繋がるというの

は難しいこともあるのかなと考えている。 

Ａ委員  先ほどの幼、小の連携の部分だが、常盤小学校学区においては、学区内の幼稚園さん、保

育園さん、全ての園さんと連携を取りながら、入学した際には、卒園した園の先生方に来てい

ただき学校の様子を見ていただくなどして連続的な教育に向けて取り組んでおり、そこは小学

校で十分配慮をしなければならないところと捉えている。また、公立の施設に関わって、サー

ビスの空白地域を作らないということだが、おそらく公立施設の老朽化に伴い施設を再編する

ものと思われるが、サービスとなると、例えば、幼稚園では園に行くための園バスが必要では

ないかと思う。園が抱えるエリアを広く保つには、安心して預けるための交通手段などもサー

ビスの中に入れることが必要になってくると思う。これは創設してからの部分だとは思うが、

そういうことがないと預ける側としては心配な部分があると思うので、送迎に関わる園バス等

のサービスの充実もよろしくお願いしたい。 

Ｅ委員  今の園バスの話が出たが、先ほど胆沢区の話で、水沢のほうに行ってもいいんじゃないか

ということだと思ったが、現在の幼稚園もかなり統合されており、30分以上かけて３歳児の子

が幼稚園に通っているという状況で、それがさらに、胆沢区は幼稚園児が尐ないので、１か所、
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あるいは水沢に統合されるなど、人数だけを考えてそのような方向になっていくと、今でも幼

児が往復するだけで体力的に疲れてしまうという状況もあるため、そのようなことにならない

ように、Ａ委員さんがお話されたことにも配慮され再編を考えていただければと思う。また、

胆沢区には公立の保育園がないため胆沢保育園さんに集中しているのだが、結局入れないと。

それで、仕方なく水沢の保育園に行っているというお話をよく耳にする。例えば、認定こども

園などになれば、保育のほうも充実してくるのかなと思うのだが、保育についても加味してい

ただければと思う。 

事務局  ご指摘のあった園バスについて、対象エリアがそうだということであれば当然考えなけれ

ばならない部分もあると思う。一方で、例えば、３歳児がバスで 30分かけて行くのがいいのか

ということもあるため、対象エリアの広さの限度というのが出てくると思っている。もう一つ

ご指摘のあった、保育が足りないといった時に、胆沢区の例で言えば、現在は幼稚園単体の施

設だが、もしこれが認定こども園だったらどうなるのかということも考えられると思う。奥州

市の財政状況からして、教育・保育のサービスを提供するとなった時に、幼稚園と保育所それ

ぞれ一つずつを建てるということにはならないと思う。認定こども園にするというのが有力な

選択肢だろうと思うが、それも需要をみて。例えば、幼稚園部分に標準規模の人数がいると、

保育部分にもいるとなった場合には、それぞれ一つずつ建てるということになるかもしれない

し、両方とも標準規模には達しないとなった場合は、併せて認定こども園を建てればちょうど

いい規模になるということもあると思う。そういった形で進めたいと考えている。 

Ｃ委員  意見だが、幼稚園とか保育園、小学校を一体の施設として整備するといったことも考えて

いただければと思う。教育の連続性とか３歳児の保育の無料化、義務化ということを政府のほ

うで考えているようだが、それを先取りした形でそういう施設を奥州市として試みてもいいの

ではないかという感じがする。もしそういうことができるのであれば、そういうことも考えて

みていただきたい。保育と教育を一体化し、また小学校とも一体化することにより連続的な保

育、教育を行うような、ハード的な部分でもそういったことを考えてもいいのではないかと思

っている。 

Ｆ委員  認定こども園が最近増えてきているが、数年前認定こども園の制度ができる時に、他県で

はあるが、認定こども園にはしないほうがいいという署名活動をしていた保育園があり、認定

こども園になることで保育士さんに何かデメリットがあるためそのような署名活動をしていた

のだと思うが、保育園と幼稚園が一体型になって認定こども園になることについて、何かデメ

リットのようなものがあるのか教えてほしい。 

事務局  市として、認定こども園が保育所に比べてこういうところがだめだというようなことは認

識していない。ただ、いろいろな考えがあると思う。多くの場合は、今通っている保育所が認

定こども園になったら不安だという、今やっていることがやられなくなるのではないか、今や

ってもらっているのがすごくいい事で、それが認定こども園になったら、例えば、保育所が認

定こども園になって教育の部分が入るとなった時に、担任の先生が午前と午後では違ったりす

るのではないかといったような不安があるのではないかと思う。市として、比べてどうだとい

うことは特に意識はしていないが、公立の場合は、サービスを提供するということで、私立で

あればそれぞれの法人の理念や保育の考え方があり、それによって施設が運営されているとい

うことだと思うが、市としては、幼稚園の指導要領や保育指針に則った形で施設を運営すると

いうことで考えているので、公立施設においては、保育所が認定こども園になったからといっ

て運営方法がガラッと変わるということにはならないだろうと考えている。 

Ｃ委員  今の質問に対して、保育園サイドから申し上げておきたいのだが、特にデメリットがある

とかないとかということではないと思う。逆に、利用者さんにとって認定こども園は利用しや

すい、保育園もそうだが、利用しやすい制度になっていると思う。反対されたのは、おそらく

教育と保育の表裏一体という、３歳児以上は学校教育を行うということの理解において、いろ

んな反対意見が出たということだと思う。その部分は、現状と何ら変わりはない。３歳児以上

は学校教育を行うという、その部分が保育園によってできる、できないをどう評価するかとい

うようなことを心配したのではないかと思うが、実際はそのような保育は行っていない。改め
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て、生活支援の体験的な保育に重点を置いて幼稚園や保育園は対応しているということで、ど

ちらが不利とかということはない。かえって、いろいろな施設が増えて選びやすくなり、自分

たちがどの施設が合うのかという選択肢が増えたというように考えたほうがいいと思う。 

Ｄ委員  Ｃ委員のおっしゃるとおりだが、認定こども園をやっている者として、１号、２号は教育

時間をきちんと確保し、さらに長時間保育も一体の施設できちんとできると。そして、例えば

仕事を辞めた時もそのままその園で１号に切り替わって残れるという、メリットの部分がすご

く大きいと思う。ただ、やっている施設側としては、人員確保が非常に課題となっている。 

Ｇ委員  (2)公立施設の定員の②、サービス空白地域のところについてお聞きしたい。どの範囲を空

白地域ととるのかということなのだが、私どものほうで運営している江刺の米里地区にある保

育所について、その地域には米里保育所しかないが、ご存じだとは思うが定員割れをしており、

来年度の園児数は 20人をきるのではないかというところまできている。今後の運営をどうする

かというところをこれから話し合っていかなければいけないのだが、もし米里保育所の運営を

私どもでやめたという時に、じゃあ空白地域になったから市で公立施設を造るというわけでは

ないとは思うが、地域の範囲をどの程度で考えているのかお伺いしたい。 

事務局  現在、具体的にこの程度と、例えば半径何キロとか、通うのに何分までとかというような

基準をもって考えているわけではない。このサービス空白地域というのは、今公立で考えると、

例えば江刺区においては、岩谷堂以外に幼稚園がない。そうなった時に、米里などで、両親の

どちらかが仕事をしていないということになると保育所には入れない。では、就学前の保育な

り教育はどこでやるのかとなった場合に、岩谷堂まで来てください、ということではないんじ

ゃないかというようなことを想定している。また、胆沢でも、現状で公立は幼稚園しかない。

私立で需要が満たされていれば何も問題はなく、たぶん昔はそれでよかったのだと思う。現在

においてそういう状況になっているということなので、受けたくても受けられないという状況

はまずいだろうということだ。先ほど定員のお話の中で、この区に何人欲しくて、施設の標準

規模がどれくらいだから何か所必要だというような話をしたが、それでも、当然、先ほどもお

話したように、通う限度というのがあると思う。今回は、事務的にこうなるという話だけをし

ているが、それはこの後の検討において、どこまでの範囲でやるとか、足りないところは必ず

しも施設じゃなくてもいいのではないかというような話も出てくるかもしれない。そういう形

でこれから検討を進めたいと思っている。 

Ｇ委員  分かった。公立の再編に乗り出していただいたということは大変よかったと思う。一歩進

んだと思っているので、ぜひ前に進めていいきたいと思っている。 

 

 

（３）公立施設再編に係る検討組織について 

   資料３により事務局から説明。 

 

 

Ｂ委員  公立施設の再編はすごく重要なことで、着手したことはとてもいいと思うのだが、例えば、

来年度、再来年度待機になってしまったお母さんたちにどのような説明、あるいはフォローを、

育休を延ばすことになってしまったお母さんに、認可外を利用してくださいとかおじいちゃん

おばあちゃんにお願いしてくださいとか、保育園に入れなかったお母さん達へのフォローをど

のように考えているのかということ。結構切羽詰った方々がいらっしゃるので、そういう方々

を見ていると何とも言えない気持ちになるのだが、困っている方々の声を直接お聞きになって

いるのかなと思う。もちろん、来年度から専門の支援員の方がいらっしゃるということなので、

その方がいろいろと対応してくれるという期待もあるが、どんなフォローを考えているのかと

いうことが一点。それから、検討委員会をどのような人で構成するのか分からないが、公立保

育園の中にも、年契約で働いている保育士さんがたくさんいると思う。公立が持つべき機能と

いうことで、例えば延長保育とか休日保育とか障がい児保育とかあげられたが、そういうこと

を公立が担っていくと。さらに、需給調整も公立でやっていくとなると、私からみれば公立が
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すごく身を削って、公立がすごく頑張るんだなという印象をもった。すごい計画だという印象

をもったが、中で働いている保育士さんで、例えば需給の調整となった時に、忙しいから年契

約で働いてください、定員割れしてきたら、契約終わりです、となるようなイメージがあるの

で、検討委員会の中に、契約で働いている保育士さんも入っていただくとか、あるいは、40年

保育士を続けて退職したというような保育士さんに入っていただくとか、そういう方たちにも

入ってもらえばいろいろな話が聞けると思う。契約で働いている保育士さん達にもいろいろな

考えや思いがあると思うし、もちろん本音のところは言えなかったり聞けなかったりするかも

しれないが、そういう本音の部分を聞いてこなかったということも、今の保育士不足に関係し

ていないとも言い切れないと思うので、そういう方達の話もぜひ聞いたほうがいいと思う。 

事務局  待機児童になってしまったお子さんの保護者の対応だが、お話のとおり利用者支援員を配

置して、相談なり他のサービスの紹介といったようなことになると思う。ただ、来年度もおそ

らく待機児童は発生するという状況であり、それを解消するためにはどうすればいいかという

話になれば、それはもう定員を増やすしかないということだ。都市部においては、株式会社が

運営する小規模保育などもやられており、そういった対策をとるのも一つの方法だとは思うが、

奥州市においては、そういうものが市民の皆さんに受け入れられ難いのではないかという感じ

をもっている。先ほどお話したように、需要が縮小することが見えている状況で、ビジネスの

世界の話になってくるので、では保育がビジネスなのかということになると、やはり市民の皆

さんはちょっと抵抗感があるのかなと。需要がなくなればすぐ撤退するだろうという目で見ら

れるのではないかと思う。ただ、市としては、例えば小規模保育をやりたいというところがで

てくれば、それは当然お願いしたいと思っている。後は、保護者の方の選択ということになる

と思うが、いずれそういう対策を市が積極的にやるということは考えていないので、現状ある

サービスの中で何か負担軽減に役立つことをご紹介するとか、そういったことになるのかと思

う。育休を延ばすとか、あるいは、育休を延ばせなかったら離職するしかないというような事

態が起きるのではないかと危惧はしている。ただ、現状では、残念ながら即効性のある対策は

難しい状況にある。答えになるかどうか分からないが、いずれ市としては、できる範囲のこと

で保護者の方の負担軽減を図っていくということにしかならないと考えている。２点目の、公

立施設再編に係る委員会の件だが、当然、現場で働く方からは非常に有効なご意見をいただけ

るのではないかと考えている。教育、保育関係者というのは、理事長さんとか園長さんに限っ

た話ではないので、そういった考えを聞くこともひとつの方法かなとは思う。ただ、今問題に

なっているのは、施設そのものをどうするかということで、保育士不足についてはまた別に考

える必要があると思っている。現場で働く方のご意見は、検討委員会とはまた別に機会を設け  

なければならないと考えている。ある程度のところは、昨年 12月に私立施設にアンケートをお

願いしてその回答をいただいたところだ。保育士不足についてのご意見を、ということでお話

を承ったのでその点についてお話するが、その中ででてきているのは、新卒の採用が難しいと

いうことがある。現在、首都圏ではかなり好条件で保育士の募集をかけている。新卒の方につ

いては、やはりそういった待遇面であるとか、都会に対するあこがれもあるんだと思う。そう

いったことで、そちらに流れてしまう。待遇面を東京の保育士と同じにするということは、こ

の辺ではなかなか難しい話であり、新卒については、学校等と連携をとりながら各施設で頑張

っている様子がうかがいとれた。ただ、最初から数が限られているため、人材の引っ張り合い

になっており、圧倒的な売り手市場だ。なので、新卒の部分で対応するのは難しいと思われる。

また、保育士さんの離職もかなり多いように感じた。年齢構成をみると、30代でガタッと減り、

40代、50代でさらに減ってしまう。要は、20代前半で就職し 60歳まで勤めるという人があま

りいないのではないかと思う。保育士については、やはり仕事が厳しいということがある。経

済的にも他業種に比べて高いものではない。逆に、安いような結果が出ている。そういった状

況の中で、お金のことはともかくとして、自分の生活がもう成り立たない。例えば、自分が結

婚をして出産をして子育てをするとなった時に、今の仕事をしていては自分の子どもが育てら

れないということが離職につながっているのではないかと推測している。もう一つは、年齢層

がもう尐し高くなると、今度は親の介護というものが出てくる。そういったことで、保育士の
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交代勤務の中で、家のことをこなすのは難しいという現状が浮かび上がってきている。では、

保育士不足をどこに力を入れるかとなれば、どちらかといえば、離職の防止のほうがいいので

はないかという感じを持っており、それをこれから、公立も含めて、公営の場合は途中で離職

するという人はあまりいないので、私立の皆さんとその辺、実際どういう対策が考えられるの

か、施設側ができること、市が応援できることを話し合っていきたいと考えている。その場面

の中で、現場の臨時職員的な方のお話や退職した方のお話を参考にさせていただきたいと考え

ている。 

Ｂ委員  長いスパンでみて待機児童を減らしていこうということなので、来年、再来年出てしまう

のは仕方がないことだとは思うので、それをどうにかしてほしいというわけではなく、待機に

なってしまったお母さんに対するフォローを、専門の相談員の方を紹介するとかというフォロ

ーを丁寧にしてほしいという気持ちがある。 

Ｄ委員  再編に関して、もし可能であれば学童の部分もうまく取り入れていただくことはできない

かという思いがある。 

事務局  これは市の都合だが、学童クラブや放課後児童クラブについては、健康福祉部の子ども・

家庭課が所管であり、放課後子ども教室というのは、協働まちづくり部の生涯学習スポーツ課

が所管ということになっており、保育所、幼稚園についてはうちで担当させていただいている。 

そういったことがあるので、こちらで一緒に検討するということにはならないが、検討委員会

の中に児童福祉等関係機関も含めているので、そういった方のご意見もいただきながら進めて

いきたいと考えている。 

Ｈ委員  公立施設の機能の検討ということで、親が幼稚園を公立か私立かを選ぶ時に、今の場合だ

と、お金の負担が尐ないのが公立だからという理由がたぶんあったと思うが、私立の場合は、

収入に応じて授業料を払うクラス、バス代も自分で払うし給食費も自分で払うし、時間外で預

ける時も親がまた負担をしてという形で、私立では、必要なサービスに関しては全部親が負担

している形になるが、公立になった場合は、今尐し安くなっているが、やはり親の負担する額

が大きくなるのか。 

事務局  ご指摘のあった幼稚園に係る公立、私立の保育料の違いだが、新制度以前は、私立はそれ

ぞれで定めていたし、市も独自の料金だったが、それが一本化され最終的には同じになるとい

うことになるのだが、急に上がる人がでるため、経過措置を設け、５年間かけて私立と公立が

同じになるということで予定している。バスについては、公立分は無料で運行しているが、全

ての園でバスがあるわけではなく、バスの無い園もあることから、その辺は揃えなければなら

ないと思っている。また、バスが無料になっていることも考えなければならないところだと思

っている。給食代や午後の預かり保育については、同じ所得の方であれば、それを含めた幼稚

園の保育料と保育所の保育料が大体一緒になるような設定になっている。 

Ｈ委員  今まで公立で安く済んでいて助かるという人が、プラスになる可能性が高くなるというこ

とか。公立が今どのくらいの保育料か分からないが、私立だと２万から３万は払わないとなら

ない状態なので、家に何かしらの理由でいなければならないお母さんが１万負担、２万負担と

なる可能性があるのであれば、働いて保育園に預けたほうがいいんじゃないかとか、いろんな

選択肢がでてくるんじゃないかと思う。 

事務局  今まで私立の幼稚園では、月謝を２万円程度に設定していたところが多いんじゃないかと

思う。公立の場合は４千円だった。それは公立という性格上そういうこともあるかとは思うが、

今まで就学前教育としてあまりお金が入らない部分、特に私立の幼稚園については私学助成と

いうものがあったが、それ以外公費が入っていいないということがある。新制度になり、税金

が投入されるということになった。一部は所得に応じて保護者の方に負担をしていただくとい

う設定になったので、今までの公立、私立での不公平が解消されるという面ではいいのだが、

公立を利用していた人は高くなるということはある。ただ、幼稚園のサービスを受けて４千円

という金額が妥当なのかということもあると思う。前より高くなるからためだという話には、

一概にはならないのではないかと思う。幼稚園も子育てのひとつの位置づけとして社会全体で

応援しましょう、という話になった時には、やはり所得に応じて応分の負担はしていただくと
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いうのが正しい姿なのではないかと思う。ご指摘のとおり、上がると働かないと大変だという

ことがでるかもしれないし、そういうお宅もあると思うが、教育を受けさせたいと思っていて

も、自分が働きにでれば幼稚園は午前中だけだから働きに出られないというようなことがあっ

たと思うが、それを解消するのが、幼稚園で預かり保育を利用したり、認定こども園であれば

保育の時間も確保されるし幼稚園と同じような教育も受けさせられるというのが今回の新制度

のいいところではないかと思う。 

 

 

 （４）その他 

   計画の検証について事務局より説明 

 

４ その他 

  

Ｉ委員  先ほど、公立の再編のところで給食の話や公立、私立の話があり、低所得者の方は、も

しかすると４千円も払わずに０になるというところが、今度の制度でいいところかなと思って

いた。その部分は、事務局の言われるとおりいい制度になったとは思うが、考えていかなけれ

ばならないのが、給食費は幼稚園部門の方はそのまま各園で決めた給食費を払うと。所得に関

係なく同じお金を払うとなると、若干、所得で公平性を保つところがうまく確保できないのか

なというところがあるし、あるいは午後の預かり料が、例えば私のところは一律で徴収するよ

うになっているので、その部分も所得に応じた金額になっていない部分もあるのかなと感じた

りもして、市のほうで、この方はこの部分を補助しますのでこのくらいしか徴収しないでくだ

さいとかあればいいのかもしれないが、新制度になり公平性がないところはその部分なのかな

ということで感じていることを話した。それが１点目で、２点目が、特別需要について、特に

休日保育についてだが、年々実施園が尐なくなっており、当園でも 28年度から廃止ということ

にあり、利用されている方々には大変ご負担をかけることになると思っているのだが、その部

分で、先ほど事務局がお話されたように、公立で私立でできない部分を補っていくというお話

をとても心強く思ったが、平成 28年度からは２園だけの実施となり、その園にすごく集中する

ことになると思う。やめた園からこんなことを言うのも大変失礼なのだが、何とか早めに実施

をしてほしいと。それに向けては、何とか協力したいと思っているのでよろしくお願いしたい。 

 

 

 

４ 閉会 


