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平成 30年度第２回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
開催日時   平成 31年１月 18日（金） 午後２時～午後３時 10分 

場  所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者   委 員  17名（欠席１名） 

         事務局  ７名（保健師長欠席） 

         ニーズ調査業務受託事業者 １名 

 

  市民憲章唱和 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶   

 

３ 議題 

（１）第二期奥州市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査について 

 

 

※趣旨を変えない範囲で、語尾等を修正しています。 

 

資料１及び資料２により事務局から説明。 

 

〔質問・意見〕 

Ａ委員  平成 27年度からの第一期子ども・子育て支援事業計画策定のためにも同様の調査を実施し

た訳だよね。今回と同じような調査を実施して、その結果によって計画が策定されて今まで来た訳

だが、その結果、まだ途中ではあるけれども進捗状況、こういう計画を立てたけれどもここは何％

くらい達成しているとか、ここはなかなか難しくて継続しなければいけない、とか、そういうのは

整理されているのか。そうでないと同じことを繰り返すだけになってしまう。策定した計画がどこ

まで進んでいるか、どこに問題があり進まずに苦労しているか、そういうのを教えてもらわないと。

同じ調査をやりますだけでは私たちはどういう意見を言ったらいいかわからない。そのあたりを説

明していただきたい。 

事務局  今回の子ども・子育て支援事業計画につきましては、国で定めた制度に則った事業という

ことになります。従前の幼稚園・保育所等の事業もあるわけですけれども、その財源を一本化して

子育てを社会全体で支えるような仕組みをつくるとういうことで進められているものでございます。

本市におきましても、一部対象がないために実施していない事業がありますが、全て実施をしてい

るところでございます。この計画の最終的な目的というところは、この法律の目的が少子・高齢化

への対応と人口減少対策というところでございます。今回の子ども・子育て支援がどの程度寄与し

ているのか国レベルでいうと明らかになる部分はあるのだろうと思いますけれども、各市町村にお

きましてはなかなか難しいところではございます。実際に、子どもの数で考えますと、転入・転出

の影響もある訳で、なかなか子どもの数を増やすことにどれだけ寄与しているのか量るのは難しい

という面はございます。こちらで把握をしておりますのは、予定していた事業に対してどれだけの

利用があったのかというところでございます。ニーズに対する確保方策ということで、幼稚園、保

育所、認定こども園等の定員であるとか、あるいは放課後児童クラブの箇所数・定員といったよう

なものを準備致しまして、その需要に応えられているのかどうか、というところでございます。第

１回の子ども・子育て会議でご報告申し上げましたけれども、平成 29 年度におきましては、平成

28年度と同様の傾向ではございましたが、大きな課題としてはまだ待機児童が解消されていないと

いうところがございます。それと、計画と実績が大きく乖離をした部分もございます。これについ

ては、おおむね当初の見込みが結果的には過大だった又は思ったほどの利用がなかったといったも

のがほとんどでございます。それと、乳児家庭全戸訪問事業とかですね、実績に合わせて生まれた    
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子どもは全て訪問するというような事業もございまして、これについては、生まれたお子さん全て

について対応するという結果になっているということでございます。市といたしましては、ニーズ

に対しては対応できるだけものを用意すると、その中で対応できていないものが待機児童の部分と

いうようなところで捉えております。以上でございます。 

Ａ委員  今の回答で皆さんわかったのかな？ここで、「回答するに当たってお読みください」という

ところを見ていくと、「ここで回答していただいた内容（施設や事業の利用希望等）は、施設や事業

の具体的な利用の可否を確認・決定するものではありません。」と書いてあるので、今の説明の中で、

あれどうしたのかなと思って聞いたけれども、いずれ解くときは結ぶことを考える、結ぶときは解

くことを考えるというのが物の考え方ですから、アンケートを取るということは大体こういうふう

になるだろうなという考えがあってアンケートを取るものなんですよ。取ったものを計画に活かし

た、活かしたものそれが５年計画あるいは３年計画、その計画の中でどのように進められてきたの

か、少子化の問題が出たからどこに奥州市としてはウエイトをかけなければいけないのか、とかを

具体的に話していただかないと私たち委員としては何も申し上げることがなくなってしまうんです。

はいどうぞなんですよ。そうなってしまうと結局ここでは簡単に言うとパスしちゃってできた結果

に対してご意見を申し上げるという次の段階に行ってしまうんですよね。せっかく子ども・子育て

会議を開いているなら、こういうところが難しいとかこういうところが難儀しているとかむしろお

っしゃっていただいた方が私たちとしては意見を言いやすいです。その辺のところをそういうつも

りで申し上げています。 

事務局  今回の調査につきましては、制度に則ったものということで、今お話にありましたとおり

そのアンケートでどれだけの利用があるだろうということを把握して、それに対応できる体制を整

えるというのが次の計画になるということでございます。実際にその結果どうなったのかというこ

との把握がなかなか難しいということで、そもそも子どもの数というものが親の世代の人口にも影

響されると、あるいは結婚する・しない、あるいは子どもを持つ・持たないといったようのことが

総合的に影響しあって、そして最終的に子どもの数ということになるということで、なかなか子ど

も・子育て支援だけでは何人増えましたということが導き出しづらいものではあります。我々の担

当部門と致しましては、市をあげてやっている少子・高齢化対策、この中の子ども・子育ての部分、

要は今いる人達が子どもを持ちそして負担感なく子育てをすることによって第二子、第三子、ある

いはそれ以上ということに繋がるのではないかということでこの部門のお話をさせていただいてい

るということでございます。この国で定めた事業以外にこういうニーズがあるのではないかという

可能性があるということは我々も感じているところではございます。そのニーズを掴むというのは

なかなか難しいところで、もし子ども・子育て支援事業で 13事業あるわけですけれども、これに加

えてこういった事業が必要ではないかということはこの会議で出していただければ市単独事業とし

ての実施ということになるかもしれません。その部分はまた考えていきたいと思っております。以

上でございます。 

 

Ｂ委員  資料１の中で今後の「幼児教育・保育の無償化」についての調査がある。奥州市として、

無償化の取り組みがある程度こういうふうにしようというのが決まっているのかどうか、また利用

する方たちは、たぶん国の無償化の制度についてわからないじゃないのかなと。具体的にどうなる

とか。保育所と認定こども園と幼稚園とでは内容がちょっと違っているみたいですし、そのあたり

の資料をもうちょっと添付してあげないと無償化についての調査というのは現実離れの調査になっ

てしまうのではないかということを感じます。そのあたりはどのように対処したらよろしいでしょ

うか？ 

事務局  無償化につきましては、実は我々もまだわからないというのが正直なところでございます。

確かに無償化になれば利用意向は変わってくるのではないかというふうには感じてはおります。現

在の奥州市の状況で申し上げますと３歳～５歳の 95％以上のお子さんについては、幼稚園なり保育

所なり認定こども園なりを利用している状況でございます。ですので、都市部で需要がバーンと増

えると予想されておりますけれども奥州市においては需要が増えるという部分についてはあまり影

響がないのかなと思っているところです。ただ、給食費が無償化の対象から外れるというような情

報もございます。保護者の方もそれぞれどうやれば一番有利なのかということを考えていらっしゃ
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るようですので、こちらとしては園を通じてなり広報なりで制度がどのようになりますよとお知ら

せをしながらそれぞれでサービスを選択していただくというような形で対応して参りたいと思って

おります。以上でございます。 

Ｂ委員  改めて無償化に対しての資料等の配布はこの調査においてはしないという認識でよろしい

ですね？そういう理解でいいですね？ 

事務局  本来的にはこういうことを知っていますか、というときには何のことなのかわかるような

資料を付けるのが普通なのですが、実際に先程お話しましたとおり制度について詳しい情報がない

ということで資料を添付しようがないというところでございます。国の方でこういうことを入れて

いるというのは、国の方で広報しているのがどれだけ届いているのかといったようなことだと思い

ます。奥州市においてこの設問が非常に重要だというようなことでもたぶんないのではないかと思

っているところではあります。以上でございます。 

 

Ａ委員  確認したいんだけど、資料の頭が、「子育てしやすい環境づくり」というところから入るん

だよね。子育てしやすい環境づくりということは親の立場なんですよ。子どもの立場ではないんだ

よね。だから、この辺のところはどう考えているのか、これ是非お聞きしたいなと思っていたんで

す。子育てしやすい環境っていうのは親にとっての立場であって、子どもにとっての立場はどうな

のかという最も基本的なところです。ここをちょっと教えてくれないでしょうか。 

事務局  ご指摘の部分はそのとおりと感じる部分はありますが、ただ、子ども・子育て支援という

タイトルからありますように、子どもも支援するし、子育てする親も支援するということでござい

ます。お子様と保護者向けということで調査も行うんですけども、現実的には子どもにとってどう

あればいいですかというような設問よりは、サービスとしてどれを使うのかというような設問にな

っております。実際にサービスを選択したりするのは保護者ということになりますので調査の仕方

としてはこのようになるということでご理解いただきたいと思います。 

Ａ委員  文句を言っている訳じゃなくて、私は実際に、場所を言うわけにはいかないが、大きな都

市なんかで例えば大きな飲み屋さんなどで母子家庭の子どもさんなどがこれ現実に経験しているん

だけれどもその飲み屋に勤めるために飲み屋が大きい飲み屋なもんだから夜間保育をやってるとこ

ろがあるんですね。そうすると、子どもさんがお母さんの出勤時間は６時くらいだからいいんです

けど、夜中の１時か２時頃に帰ってくるときに子どもを連れて帰るんだよね。これは子どものため

になっているのかな？というのがちょっと考えさせられる。同じように、金ケ崎のＴ事業所さんで

夜間保育をやってみたいけどどうだろう？と相談を受けて、子どもの立場だったらこれほど可哀相

なこともないよ、と話したこともあるんです。３交代ですから夜もずっとですから、このとき子ど

もはどうなんだろうと思ったことがありますから、先程言ったように子育てしやすい環境というの

は親のためだけに考えていくのか、もう一方で子どもの立場になったときにはどうなるんだろうと。

やっぱり計画をつくっていく中でどこかにちらっと、これが子どものためになっているなと感じる

ようなプランニングをしていくのが子育て環境ナンバーワンを目指す奥州市としては必要ではない

かと感じているところです。これは意見ですから答え求めていません。 

 

Ｃ委員  アンケートの実施については異論ございません。しかし、無作為抽出のアンケートでは把

握しきれないニーズ、それはどうやって掴んでどうやって市の計画に落とし込んでいくのかという

ことを考えられれば答えていただきたいと思っております。厚生労働省の予算概算要求の中に医療

的ケアを必要とする児童の支援強化推進が組み込まれています。医療的ケアを必要とするニーズは

アンケートでは拾えないものですよね。現に奥州市内にもそういうケアを必要としているお子さん

もおられますし、なんらかの手当を考えていかなければならないのかなというふうには思っていま

す。そういったニーズをどうやって掴んで計画に落とし込んでいくのか、お考えがあれば聞かせて

いただきたいと思います。 

事務局  今お話いただきましたアンケートの設問として設定できるくらいの規模の話ではない、数

があまり多くないもので、だけれども非常に深刻な問題というのは当然ございます。現在、市で実

施しております利用者支援事業というのがございます。子育て支援事業利用者支援員といって、例

えば保育所に入りたいんだけども、今お話にあった医療的ケアの関係で体制が整わないために受け
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入れができないといったようなお子さんの相談を受けるというようなことをやっております。実際

に保護者の願いとしては、保育所に入れて働きたい。しかし、働きに行くと例えば家族であるとか

そういった方にみてもらわなければいけない、というようなご相談を受けたりしております。それ

について、じゃあ保育園に入れないのであれば負担軽減のために何ができるかと一時預かりだった

りいろんなサービス、ファミリー・サポート・センター事業であったりとかですね、そういった部

分でいくらかでもカバーできないかといったようなご相談を、あるいは助言等をしているのが利用

者支援事業と。それがまず窓口のひとつになるということがございます。それから関係各課、我々

だけではなくて市長部局の子ども・家庭課、あるいは健康増進課とも情報交換を行っております。

利用者支援事業にも限らずそういった情報はいただいて、それで市の方で事業化をするといったよ

うなことにも繋げていきたいと考えております。ただ現在、実際に問題が顕在化している待機児童

の部分を優先させるしかないというようなこともありまして、まだ事業化には至っておりませんけ

れども、そういった事業の種といいますか、そのニーズの発見には努めているところではございま

す。それと各園から色々ご相談をいただいている部分もございます。特に、先ほどにもありました

特別支援、障がい児保育の部分とかですね、それから最近多いのは問題がひとつではない場合です。

例えば、障がいとひとり親とか、あるいは貧困と虐待とかいろいろな問題が絡み合っているような

場合もございます。それが現在の体制ですと窓口が各課バラバラに分かれて所管している場合もご

ざいますのでそういった部分もワンストップで対応できるようにする仕組みが子育て世代包括支援

センターというものでございます。それがひとつのニーズを掴むきっかけにはなるのかなと、それ

によって市としても国の事業にはないけれども対応しなければいけない、といったようなことに繋

がっていくのかなと。今すぐの話ではございませんがそれに向けて頑張っていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

 

Ｄ委員  今のことにも関連するんですが、施設側として割り振りされて受け入れて、その後に障が

いを持っている児童とわかるケースがすごく多いんですね。そういうあたりで現場は人数が限られ

ていますし、ひとりひとりを付ける訳にもいかない。そういうときにやっぱり市の方としっかり相

談しながら対応できる体制をつくっていただけるとありがたいなと思っております。どのように対

応していったらいいのかなと、それがひとつ現場で大きな悩みです。 

それともうひとつアンケートには直接関係がないんですけども、この目的が少子・高齢化のため

ということを考えると、今の奥州市の場合、産科がほとんどない、小児科も市立病院が廃止になっ

てしまった件とともに、お母さん達は奥州市では子育てができないなという声も出ているんです。

だから、ここの持ち分ではないのは十分わかっているんですけれども、総合的に考えながら子ども

を育てていく環境づくりしていくことが大切なんじゃないかなと思っております。やはり市をあげ

て取り組んでいただきたいなと考えております。 

事務局  一点目の特別支援のお子さんのようなケースというのは割とある話で、入ってから障がい

があるということに気づくということはあります。今は０歳児から保育所に入ることもありますし、

その年齢が上がるにつれて他の子との開きが大きくなってくるというような場合もございます。そ

れもやはり年度途中からということも当然あるのだと思います。こちらとしましては、どういった

支援ができるかケースバイケースにはなると思いますけれども、ご相談をしながら進めて参りたい

と思っております。 

それから二点目の産科、小児科の部分ですけれども、これは市長も一番にあげている課題でござ

いまして、市をあげて取り組んで参りたいと思っております。以上でございます。 

 

Ｅ委員  私は前回の会議を欠席したので、その際配付された「奥州市子ども・子育て支援事業計画

＜中間見直し＞」を最近読んだんですけれども、その 22ページの「子育て環境や支援への満足度」

について、就学前保護者の（満足していない・どちらかといえば満足していない・どちらともいえ

ない）が 56％、小学生保護者については 65％となっており半数以上です。そして、その隣の 23 ペ

ージに個別の自由記述の意見というのがたくさん載っているんですけれども、保育所が決まらない

と仕事が決まらない、その逆もそうだということ、ファミリー・サポート・センター等の利用者が

少ないということとか、子育て支援センターが土日も開いていればいいとか、24時間保育をお願い
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したいとか、屋外・屋内の保育施設がもっと充実してほしいとかいろんな声がありますけれども、

これらの自由記述は本当に不満の原因というか、満足していないところの根っこにあると思うんで

すけれども、市としてこういう個別の意見についてきちんと対策をとって結果どうなっているのか

ということをお聞きしたいと思っております。 

事務局  いただいたご意見につきましては、当然全部読んでおります。制度の中で収まるもの、収

まらないものもございます。先ほど出ました、例えば 24時間保育、先ほどＡ委員さんからも若干お

話がありましたけれども、そういったものは制度の中ではなかなか難しい部分でございます。取り

組むとすれば相当の覚悟を持ってやらなければならないということになります。実際にどれだけの

利用があって他の政策との優先順位の考え方ということになってくるかと思います。奥州市の財政

状況、お金があればいくらでもやりますというお話になってくるのですけども、やはり限られた財

源の中でどれを優先すべきか、ということを考えざるを得ない状況でございます。ただ、そのニー

ズがあるということだけは先ほどＣ委員からもお話があったようなことから、その制度に乗らない

部分のニーズがあるということで、それをどうやって支援をしていくのかということを考え続けな

ければならない課題だというふうに捉えているところでございます。満足度のパーセンテージでご

ざいますけれども、これについては、例えば保育所に入れないとかそういったものだけではないと

いうふうに思っております。市の人口ビジョンを策定するときのアンケートを子育てに関係するも

のをやったんですけれども、その中で第１位は「職場の理解がない」というところでございました。

そういった福祉関係あるいは教育関係の部分からはずれた部分で総合的に社会全体でみていかなく

てはならないなと思ったところでした。その点については、今後も関係課と、どこも関係する課で

あり関係しない部署はないといったような感じになってはしまうんですけれども、いずれニーズが

あると、ただ捨てておかないという姿勢は、これからもすぐ事業化ということにはならないかもし

れませんが、考え続けていきたいと考えております。以上でございます。 

Ｅ委員  意見・ニーズを捉えていただいているということは理解しました。家で子どもの面倒をみ

たいけれど経済的に余裕がないというのが意見でも周りでも聞かれますし、何で保育ニーズが増え

ているかというので国全体でもそうだと思うんですけど、働かざるを得ないというのが多いと思い

ます。働かざるを得ない、そして保育所に税金がかかっているのであればおうちでみたいけど経済

的余裕がない家庭に何らかの支援ができるのではないかと考えております。例えば、他の町の例で

すけども、公営住宅の条件を緩和して子育て世代が入りやすいようにしたり、家賃補助をするなど

して子育て世代の負担を少し少なくすれば共働きしなくてもお母さんがみたい期間、家でみること

ができるような支援ができるのではないかと考えております。近隣の例ですけれども、一関市や金

ケ崎町は土曜日又は日曜日室内で遊べる子育て支援センターの開放があります。祝日に図書館等も

やっていて、遊びに行きやすい施設だなと感じますけれども奥州市ではニーズがあるにも関わらず、

このような施設の開放というかがなされていないなという印象を受けます。このようなことについ

て具体的に取り組む予定はあるのでしょうか？ 

事務局  お話いただいた部分で経済的な負担の部分これはあの非常に大きい課題だと思っておりま

す。前回のこの調査でもですね、やはり家で保育・子育てをしたいのはおおむね１歳までは皆さん

希望されていると、ただ実際職場に復帰したのは平均を取ると６か月くらいで復帰しているという

ようなことがあります。なぜ希望の期間より早く復帰したのか、という問いにはやはり経済的に大

変だということがあります。その間、育児休業を取られていないということがあるのではないかと

思っております。ちょっと前に調べたことがありまして、ハローワーク水沢管内で育児休業給付金

の給付を受けた方が何人いるのかというのを調べたところ 100 人程度しかいなかったんですね。生

まれる子どもの数は奥州市で 800 人程度、今ちょっと 800 切ったかもしれませんけれどいるわけで

すね。その中の 100 人しか育児休業給付金を受けてないということは大半の方は非正規雇用で育児

休業ができないと、結婚・出産を機に離職していることが考えられるのではないかなと思います。

そうなると早く復帰しないとお金がないということが生じるのではないかと考えています。そうい

うふうに考えていくと、その給付をするというのも確かに一つの手だと考えます。うちで子どもを

みるというのが可能になれば当然０歳児あるいは１歳児の保育ニーズは減りますので待機児童対策

にもなるというふうに考えています。ただ、実際の事業化をちょっと検討したことはあるんですけ

れども、ただそうすると 50人の待機児童を救うために 500人にお金を支給することになり兼ねない
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ということがあります。そうなったときにはコストパフォーマンスとしてどうなんだ、あるいは最

初からお金を必要としていない人までお金を貰える仕組みになってしまう、というようなことがあ

りましてなかなか事業化が難しいと、そのときはそういう結論になった経過がございます。 

お話いただきました施設のニーズの部分については、ニーズがあるけれども対応していないとそ

れはご指摘のとおりで、それはニーズを全く掴んでいないということではなくて、ニーズは掴んで

いるんだけれども実際の利用とその対応にかかる経費的な部分、あるいは人的なものですね、土日

施設を開けるということはその間働く人を入れなければならない。ではその人はいつ休むんだとい

うことになりますので、なかなかそれも難しい部分があるということでございます。そういったこ

とを考え合わせながらその優先度を決めて順次取り組んで参りたいと考えているというところでご

ざいます。以上でございます。 

 

Ｆ委員  今Ｅ委員さんの方からアンケートのことでお話がありましたけれども、社会福祉協議会の

ほうで運営している児童クラブの保護者の方に 12月にアンケートを取りました。全部で 750名くら

いの保護者です。それから子どもにも取りまして子どもは 850 名ほどだったんですけれども、保護

者の方からいろんなご意見をいただきました。その中で究極のご意見だと思ったのが「こういった

アンケートを取っても意味がない」というご意見をいただきました。いろんなアンケートがあるけ

れども、そういったアンケートにいつも答えているが何一つ変わったことはないです、と。こうい

ったアンケートに答えている時間さえ無駄に思える、というご意見が一番究極のご意見だったなと

思っております。私たちにしても行政にしてもアンケートを取ってその結果こういった努力をして

いるとか、こういったことでこれに関してはちょっと今はできませんとか、そういったことを保護

者に伝わるような伝え方をアンケートを取った後はしていかないといけないのではないかなとすご

く今回感じました。できることが全て、全てできるとはたぶん保護者の方も思っていないと思うの

でできないことはこういったところを目指してやっていきますとかいうような、そういった保護者

の方にも伝わるような回答をアンケートを取った後はしていかなければならないのかなと今、回収

した後の調整・整理をしている段階です。 

それともう一つ。保護者の方のアンケートを取って、ニーズといいますかいろいろなこういった

制度がほしいですか、どういった制度があったらいいですか、という質問をしたんですが、一番お

父さん・お母さん方のほしいと思っているのが私たちが想像していたのと違う、子どもの遊び場が

ほしいっていうニーズがすごく多かったんですね。それはちょっと予想外でした。そういったもの

も制度以外にたぶん自由記述の部分に出てくるのかと思うんですけども、こういったことも想定し

ていった方がいいのではないかなと思います。 

さらに、自分たちで答えられるので小学生にもアンケートを取ったんです。保護者の意向が伝わ

らないように児童クラブで書いてもらいましたけども、そうすると保護者にした質問と同じ質問を

すると保護者の気持ちと子どもの気持ちはこうも違うんだなという記述がたくさん見受けられまし

た。情報として提供させていただきます。以上です。 

事務局  アンケートの結果のフィードバックというのは非常に大事なことだと思います。役所とい

うのはそういうところが難しいというか、下手なんだと思いますけれど、集めるツールは持ってい

るんですが伝えるツールを持っていないという部分があって、我々の場合は園を通じて資料を配布

するとかやっているんですがなかなか読んでいただけないとかそういったこともありまして、当然

広報に載せてもなかなか伝わらないですし、ホームページも自分が必要なところだけ検索していき

なりそのページに入っていくといったようなことも多いと思います。なかなかこちらから伝えると

いうのは難しいんですが今後も研究して参りたいと思います。 

 

（議題（１）終了） 



 7 

 

（２）その他 

 

 

 〔事務局より〕 

 本日ご承認いただいた調査票を最終的に内部で決裁を取りニーズ調査を実施する。また、ニーズ

調査の結果は年度内に集計を行う予定であることを口頭により説明。 

（質問・意見等なし） 

  

（議事終了） 

 

 

４ その他 

 

 

 〔事務局から〕 

口頭により、市教育・保育施設再編計画の今年度の進捗状況（上姉体幼稚園の件、前沢地域にお

いて進めている幼保連携型認定こども園の件）について情報提供。 

また、今後の子ども・子育て会議の予定について情報提供。 

（質問・意見等なし） 

    

 〔各委員から〕 

Ａ委員  質問ではなく、この会議の位置づけについてなんだけれども、私たち奥州市子ども・子育

て会議の委員は、奥州市の子育てしやすい環境、子どもにとっても親にとってもよい環境をつくる

ための応援する側なんですよね。別に批判するために来ている訳ではないから、先程Ｅ委員がおっ

しゃったようにデータがある、ここが満足してないというのがあれば出してもらってみんなで話し

合ってみて、社会福祉協議会さんもいる訳だし幼稚園の先生方もいる訳だから、これだけの人達が

いるのでその人たちの力を借りて足りないところを補足していくような努力、先程Ｄ委員がおっし

ゃったけれども、この会議だけじゃなくもっと越えた医療の関係とかね、お父さんお母さんが働く

職場の関係とか、もっと横断的にやっていくのには我々はこうだけども子ども・子育て会議から強

く言われたからなんとかしてと、その関係をつくらなければいけないとかね、そういうふうに私た

ちの会議を活用してもらえればと思う訳です。縦割りだけでやっていったらこんなことは限界です

よ。批判するだけになってしまう。横断的な、よそとの連携がうまくいって、あるいは予算がうま

く取れないのであればなんとしてもこの会議では突っ込んでいってかなり強くいわれましたよと出

していって予算確保を含めてやるくらいの粘り腰でいかないと。子どもは大変だから幼稚園を統合

するとかそんなのは機械的な問題で誰でもできることですから、そうではなくてもっと親の側に立

った子どもの側に立った、あるいは職場の人達にもっと理解してもらうためにはどうしたらいいの

かとか、そういうことを我々は応援する立場だということをしっかりご理解していただかないとい

つもあの人達が来ると文句ばっかりとなるとこれでは困るから。これはひとつの当然のこととして

の意見ですから回答はいりません。 

事務局  ご指摘のとおりでございます。 

 

Ｇ委員  個人的なことですが、私には二人子どもがいます。上の子が今年度４年生になり、二番目

が愛宕（あたご）保育園に入っています。お兄ちゃんも愛宕保育園を出ているんですが、１年くら

い前から、私たちの小さいときとは環境が違って、全然やっぱり子どもの人数も少なくて。私が小

さい時には３年生の頃から胆沢愛宕小学校のグラウンドでスポーツ少年団といって私の時の前から

もあったんですけども、ソフトボールを男子も女子もやっていたんですよ。今は教えていた監督も

亡くなってしまって。今住んでいる地域の近くでクラブができる環境がないんですよね。去年もう

ちの妻と話をしたのですが実際去年うちのお兄ちゃんに何かスポーツをやらせたいなと思って今年



 8 

になって野球をやってみようかなとなった。ただ、近所の人達にも話を聞いたんですが、実際近く

でやっているのがなくて、最寄りでやっているのが南都田小学校のグラウンドなんです。一番近場

なんですけど、親の立場から言って私もかみさんもてんでんバラバラなので送り迎えの問題もあっ

て入れたくても入れないような環境なんです。近くで行かせている親御さんからも「送り迎えして

あげるよ。」と言われるんですが、「じゃお願いします。」という親はなかなかいないんですよね、実

際。気を遣うので。気持ちは確かにお願いしたいところですけどうちは申し訳ないから断っている

んです。私も同級生の親とは結構話しているんですが愛宕（あたご）だけでなく他の地域でも同じ

ように思っている親は絶対にいると思うんです。町場で利用しやすい環境に住んでいる人はそうは

思わないんでしょうけれども、遠くに住んでいる人達にとってはやっぱりやらせたくてもやらせら

れない環境があると思うんです。すぐうんぬんじゃないですが、もう少し親も子もどこの地域でも

利用しやすいような環境があればいいなとそういう考えを持っている人達がいるというのもわかっ

てほしいなと思います。以上です。 

事務局  ありがとうございました。今後に活かして参りたいと思います。 

 

 

５ 閉会 


