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平成 30年度第３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３月 28日（木） 午前 10時～午前 11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  14名（欠席４名） 

         事務局  ７名 

         ニーズ調査業務実施事業者 １名 

 

  市民憲章唱和 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶   

 

３ 報告 

  （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の結果について 

   別冊資料により事務局・委託業者から説明。 

 

※趣旨を変えない範囲で、語尾等を修正しています。 

事務局） 

 １月の子ども・子育て会議において委員の皆様から意見等をいただきました「第二期奥州市子ども・

子育て事業計画策定」に関わるニーズ調査につきまして、調査結果を皆様にお知らせできることにな

りました。報告につきましては、ニーズ調査業務委託事業者であります株式会社サーベイリサーチセ

ンター北東北事務所研究員の富本尚徳様よりいただきますのでご了承をお願い致します。 

 

サーベイリサーチセンター 富本） 

 冊子になっております報告書はアンケート結果の設問全てを収録しておりますが、今回会議の説明

時間が 15 分～20 分ほどですのでＡ３判の資料を使って説明させていただきます。調査の目的につき

ましては、第二期奥州市子ども・子育て支援事業計画の策定に当たって保護者の皆様の保育のニーズ

を把握させていただくために実施させていただきました。調査の実施につきましては平成 31年２月８

日から 17日までの期間に、郵送での配布・郵送での回収で実施させていただきました。配布数につき

ましては市内に居住する就学前の保護者の方で 1200 件、小学校の保護者の方に 1200 件配布をさせて

いただき、回収数はおよそ 700件ほど、回収率として 57～58％ほどになっております。 

３回答者の属性の報告につきまして、地区別での報告については割愛させていただきます。水沢・

江刺・前沢地区でかなりの割合を占めているのは元々の人口規模に合わせた回収が行われたといこと

でご報告させていただきます。左下の年齢別のグラフにつきましても、今回回収した回答者、宛名の

お子さんの年齢をグラフにしたものになっています。どこかの年齢が極端に少なくて極端に大きいと

いう偏りがないという結果だけご理解いただければと思います。続けて、円グラフが４つあります。

上段の円グラフについては未就学の保護者の方に回答いただいた内容になっております。真ん中のグ

ラフの母親・父親と書いているのは、回答をいただいたのが保護者のうちのどなたなのかということ

を示しております。未就学・小学生ともにお母様の回答が８割以上になっておりますので、意見のほ

とんどがお母様の御意見によって構成されていることだけ御理解いただきたい。今回の調査はご家庭

の実態を尋ねる項目がほぼ全てになっているが、一部意識を問う項目もあります。意識については、

保護者といってもお母様の御意見がかなり大きく反映されているということは御理解願います。右側

の円グラフにつきましては、回答者の方に配偶者がいるかどうかという確認になっております。緑色

の配偶者がいないというところはいわゆるひとり親の割合になっております。あくまでアンケートを

答えていただいた方の割合ですので、実際の統計的な数字とは少し異なるかと思いますけれども未就

学の方で 6.2％、小学生の保護者の方で 10.6％ひとり親の方がいらっしゃるという結果になっており

ます。１ページ目の右側に進みまして、子育て環境の評価について、３点ほど項目を書かせていただ
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いております。まず子育て環境に満足しているかという設問にグラフの左から２つが満足しているの

割合になっており、上から下になるにつれてお子さんの年齢が高くなる。満足しているという方の割

合が徐々に減っていっているのが傾向として見られます。一方で、満足していない方の割合が増えて

いるのかというと決して増えているという傾向にはなっていません。極端に年齢が高くなるにつれて

増えているのは、どちらともいえないという中間層の方。未就学の方では０～２歳児の保護者の方で

は 30.7％がどちらともいえないという判断をした。小学校高学年になりますと 43.8％、半数近くの方

が満足していない、どちらともいえないという回答になっている傾向になっています。続いて、中段

のところでは暮らしの状況として保護者の世帯の方の暮らしの状況ついてですが、普段は年収を聞い

ておりますが年収ですと回答の精度が悪いという結果がありますし、奥州市だと必ずしも現金収入が

暮らしの豊かさに繋がっていない可能性がある世帯もあると思うのでそれらも踏まえてこの４つの選

択肢で設問を用意させていただきました。左から、豊かな暮らし・豊かではないが経済的に満足・余

裕はないが不自由でもない・不自由が多くが生活が苦しい、こちらも上の子育て環境の満足度同様年

齢が高くになるにつれて、比較的裕福な考え方の家庭が徐々に減ってきて、余裕はないが不自由では

ないとの割合が徐々に増えている傾向があります。 

１番下につきましては理想的な子どもの人数について、一つの世帯の中で何人子どもがいるのが理

想的か。青いグラフが現在の子どもの数、斜線のグラフが理想の人数になっております。現在お子さ

んが２人いらっしゃるご家庭が奥州市では最多となっており回答者の中の 307 人の方となっています。

一方で理想の数としては３人が最も多くなっておりますので、あくまで理想になっておりますので奥

州市の子育て環境の諸々の課題が解決されてくれば、あと１人産みたいと思ってらっしゃる保護者の

方がいらっしゃるというのはこのグラフから読み取っていただければと思います。 

裏側２ページ目につきましては保護者の就労、育休の取得状況について設問を掲載しております。

まず１番最初の表につきましては、お母様とお父様の働き方についてまとめた表です。未就学の方全

体で言いますと共働きの方が 67.9％、小学生になると 74.7％、数字としてはあまり大きく変化がない。

岩手県内の他の市町村を見ると０～２歳ですと共働きでは 50％を下回る結果になり、特に町村部で多

い傾向にある。それに比べて奥州市では０～２歳の共働き世帯が若干多い結果になっております。下

のお母様の就労状況を見ていただくとまさにその傾向が出ておりまして、０歳から２歳でフルタイ

ム・フルタイムで育休取得中・パート・アルバイトで育休取得中が全部で６割以上の方が何らかの形

で働かれている、お母様が０～２歳でいらっしゃる結果になっております。こちらが３～５歳、小学

校低学年から高学年になるにつれて全体の８割近くがフルタイム・パート問わず何らかの形で就労状

況にある結果になっております。お母様の就労状況について特徴的なのは０～２歳のフルタイムの就

労、また育休取得中の方を合わせますと全体の 45％ほどになっております。これが通常ですと小学校

高学年になるにつれて徐々にフルタイムの方が増えていくのが全国的な特徴になっているが奥州市の

場合、未就学０～２歳でも 45.5％ほど、小学校高学年になると 50.7％ほど、フルタイムの就労につい

てはあまり大きく差はありません。大きく変わっているのはパート・アルバイトの方が大きく増える

傾向にあります。０～２歳のほうですと現在就労したことがないが 28.1％、約 30％なのが、小学校高

学年になると 10％まで約 20％ほど減少しているが、この差分がそのままパート・アルバイトという就

労に乗っかってきているのが大きな特徴である。下の円グラフのところでも現状として見えておりま

して現在パート就労されている方の今後の就労についてお伺いしたところ、今後フルタイムへの転換

希望があって見込みがあるという方は、現在パート・アルバイトで就労されている方で１割程しかい

ない結果になっております。希望があるけど見込みがない方が全体の４割ほど、半分の方々はパート・

アルバイトでの就労を継続するといったことを考えている。これがフルタイムの就労が子どもの年齢

が高くなるにつれて増える訳ではないという奥州市の現状を表しています。 

右側の１番上のグラフにつきましてはお父様の就労状況になります。こちらは全国的に変わりませ

ん。９割以上の方がお父様がフルタイムで働かれているのは０歳から２歳、そして小学校高学年なる

まで状況が変わらないのは全国的に同じ状況になっております。中段の育休の取得状況につきまして

は奥州市で小学校高学年で育休を取得されていた方はお母様で 28.5％、お父様で取得された方で

0.6％、合わせて 30％弱ではあったが、未就学の０～２歳がおそらく直近で育休を取得された方につ

いては半分以上の方がお母様が利用されている。お父様の利用がなかなかされていない少しネガティ

ブなところはありますが、お母様が利用しやすい環境が徐々に整ってきているというのがこのグラフ



 3 

から良いところとして見ることができると思います。こちらをなるべく増やしていくということも子

育て支援の必要な側面だと考えられます。 

３ページ目は平日・休日の定期的な教育・保育サービスの利用状況について、になっております。

１番上の帯グラフにつきましては、教育・保育のサービスを利用しているか利用していないかについ

て、未就学の０～２歳と３～５歳でお伺いしております。３～５歳につきましては利用している方が

97.2％とほぼ 100％の方が３歳以上になりますと保育園・認定こども園・幼稚園のいずれかのサービ

スを利用されている結果になっています。また、未就学０～２歳につきましても 60％、先程見ていた

だいたとおり共働きの方が 67％ほどいらっしゃるので、その方々が０歳から２歳で保育サービスを利

用しているという傾向、これは非常に高い利用率だと思う。利用しているサービスにつきましては、

保育所、認定こども園の保育園利用が高く、また、幼稚園、認定こども園の幼稚園利用についてはご

く一部というのが現状となります。 

７番では休日の定期的な教育・保育サービスの利用状況として、０歳から２歳の土曜日と日曜日の

保育サービスの利用希望、３歳から５歳の土日の利用希望をそれぞれ上から順番に書いている。これ

を見ると、土曜日の利用ニーズにつきましては、濃い青が利用する必要がないと答えた方、斜線が毎

週利用したい、薄い青が月に１～２回利用したいとなっています。こちらを見ますと、０歳から２歳

また、３歳以上でも半分の方々については土曜日であっても休日保育のサービス、お子様を預けたい

という方々が多い結果となっている。一方で日曜日になりますと預けたいという方は非常に少なくな

りまして、特に毎週利用したいという方はごく一部となりまして、月に１～２回ほど利用したいとい

う方が２割ずついらっしゃるという傾向になっています。 

続いて、右側、幼児教育・保育の無償化についてです。幼保無償化の認知度については、未就学の

方で内容を知っている方 28.4％、３歳から５歳の方で 16％となっておりまして、内容は知らないけど

聞いてはいるという方々が全体の半数近くいる。まだ何も知らないというが２割程度となっておりま

す。こちら県内他自治体で同じ質問をさせていただいたがその自治体では何も知らないという方々が

半分近くおりましたのでそれに比べますと奥州市の保護者様におかれましては子育て支援については

非常に関心を高く持っているというのがこの結果から読み取れます。ただ、内容をよく知らないとい

う方々が半数以上いるのが現実だと思いますので、これから具体的な制度の内容が固まっていないと

ころがありますけれども幼保無償化については 10 月になりますので徐々に情報提供が必要というの

が奥州市の現状かと思います。  

 中段の無償化によるサービス利用の意向の変化については、サービス利用の意向に変化はないとい

う方々が全体の半数近くいらっしゃいます。一方、保育園を利用したいという意向に変化される方が

０歳から２歳で 19.7％、３歳から５歳で 13.4％いらっしゃいます。ただ、保育園を利用したいという

意向に変化される方が０歳から２歳で 19.7％いらっしゃるが、あくまでも利用ニーズだけの話ですの

で現状の無償化の定義だと非課税世帯のみが対象となることになるのでそのスクリーニングはしてい

ません。あくまで利用したいかしたくないかのニーズでしか聞いていないので 19.7％が保育園にどか

んと乗っかってくるのかというとある程度の選定は行われるということでいまの現状の制度の中では

そういった形になります。 

 右側の無償化の家庭生活の影響につきましては無償化によって保育料の一部が免除されることによ

って浮いた費用を何に使うかというところをいくつかの選択肢を用意して確認させていただいていま

す。上位４つにつきましては、いわゆる優等生の回答で非常にいい回答が得られております。保育料

が無料になることでその分の残りの費用を子育てや教育費であったり、もしくは学資貯金に使う。生

活にゆとりを持たすもしくは貯金を増やすといった将来に向けて使っていこうと考えられている方が

多くほかの市町村と同様ですが良い傾向です。一方、課題としてみていただきたいのは、ローン・借

金返済に充てるといった答えになっている方々、数は少ないですが０歳から２歳で 12.5％、３歳以上

で 11％、１割の方々がローンや借金返済に充てざるを得ない状況にあるということです。充ててしま

うのでなく、充てざるを得ないという状況がおそらく正しい読み方だと思います。経済的に苦しい方々

もいらっしゃるということそれがこの数字に表れているかと思います。 

 最後に８ページ目になります。９につきましては小学生の放課後の過ごし方としてこちらは小学生

の保護者にお伺いした設問になっています。小学生の放課後の過ごし方、これは現状になりますが自

宅で過ごされている方が多く低学年で 51.8％、高学年では 88.9％、高学年の方は９割近くが自宅で過
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ごさされている。低学年の方で多いのは自宅に続いて放課後児童クラブとなっておりまして低学年の

お子さんの半数近くは放課後児童クラブで過ごしている。高学年になるとどこに行くのかというと、

習い事や自宅といったところで過ごすお子さんが増える傾向になっております。一つ課題として考え

ますとちょっと余りにも自宅で過ごされるお子さんが多い。他の選択肢を用意すると選択肢で割合が

変わってくる可能性があるが、なるべく自宅以外で地域の中で過ごせる環境をつくっていくのも子育

て支援のテーマかなと思いますので意見として述べさせていただきます。 

続いて 10番、子どもと過ごす時間についてです。子どもと過ごしたい時間の理想的な長さそれぞれ

の保護者様に選択していただきました。上の表が平日に子どもと過ごす理想の時間、下の表が休日に

過ごす理想の時間となっています。時間の尺度を休日は少し長めに取っておりますので、上の表と下

の表で必ずしも一致しないところがあることをご理解願います。上の表でいいますと未就学の方です

と５時間から７時間また３時間から５時間が最も多くなっておりまして 30.6％の方が３時間から５

時間が理想的だと考えている。年齢別で少し細かく見ますと、０歳から２歳であれば 10時間以上、も

しくは７～10 時間以上が割合としては多くなっている。逆に年齢が高くなるにつれて 10 時間以上過

ごすのが低くなる傾向にある。一つ課題として認識いただきたいのが、平日に３～５時間子どもと過

ごすのが理想的だと考える保護者さんが０～２歳でも 23.9％いるということについて着目していた

だければと思います。数字としては年齢が高くなるにつれてどんどん少なくなっているところではあ

るが、０歳のお子さん、もしくは１歳のお子さんと平日３時間から５時間といいますと朝の１時間、

寝る前の２時間から３時間くらい、その時間が理想的、そうせざるを得ないというふうに考えている

保護者の方が０歳から２歳の方で 23％いらっしゃる。前段の報告も含めてになりますが経済的に必ず

しも豊かではなかったり、もしくは夫婦共働きでどうしても働かざるを得ない環境にある０歳から１

歳、２歳という非常に大事な時期であっても保護者の方が子どもと過ごす時間を削らざるを得ない状

況にあるというのがここで少し見えてくると思います。ここの時間を減らしていってもう少し左側に

時間をシフトしていけるような地域になると子育てのしやすさ、満足度が上がってくるのが見解とな

っています。 

 休日に子どもと過ごす時間につきましては、こちらは未就学の方で 15時間以上、これは寝る時間以

外は一緒にいるというのが 53.4％になっておりまして小学校低学年で 26.9％、高学年で 23.5％いら

っしゃるというのは良い傾向だと思う。平日働いている方々がなかなか子どもと過ごす時間が多く取

れないといったところに対してどういったケアをしていくかが必要なことと考えられます。 

 右側につきましては、子育てに関する悩みについて、未就学、小学生それぞれの全体の意見を出さ

せていただいている。最も多い意見としては、しつけや病気、子育てと仕事の両立、子どもの発達・

発育というのが挙げられています。子育ての経済的な負担につきましては、40％、４割ほどの方が子

育ての経済的な負担を悩みとして抱えられています。 

 12番の子どもに対する行為についてです。こちらについては、子どもに対してどのような行為をし

たことがあるかという経験をお伺いしている。選択肢として、今ここで７つ出させていただいいる。

実際にはもっとたくさん項目としては出させていただいている。その多い方から順にここで挙げさせ

ていただいた。最も多いのは言葉で脅かしているになり未就学で 27.5％、小学生で 26.8％。たたく、

ける、物を投げるなどは未就学の方 23.6％、小学生の方で 31.5％。これについては、たたく、蹴る、

物を投げるというどれかに当てはまれば〇なので全部やっているとは限らないですし、前提として虐

待行為としてやっていますかという設問の仕方でありません。こういう行為をしたことがありますか

という問い方になっている。あくまでしつけのためにやったという方で〇をした方もいらっしゃる。

イコール虐待と捉えないようにお願いします。行為の背景にある要因としては、いうことを聞かない

という回答が最も多く未就学の方でも 71.7％いうことを聞かないために上記のような行為に及んだ

という方がいらっしゃいます。０歳から２歳で 81.0％と最も高くなっております。言葉で脅したかも

しれない、たたいてしまったのかもしれないとなっております。２番目にしつけ、３番目で保護者の

心身の不調、４番目で子どもの性格の問題でこういった行為を行ったという回答が得られております。 

 簡単ですが、説明については以上でございます。3 
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 事前質問の内容について、事務局から説明。 

・回収率が低いのは実施方法に問題はなかったのか。 

→今回は郵送による調査票の配付、回収を行いました。前回の施設経由での配付・回収に比べ回収

率は低くなっておりますが、施設側の負担軽減、回答の自主性を考慮し郵送による調査としたもの

です。アンケート調査の信頼水準 95％を確保するために必要な標本数 600件を上回る回収数（就学

前の子どもの保護者 692 件、小学生（子ども）の保護者 699 件）となっており、信頼水準としては

充分なものになったと認識しております。 

・「調査・計画・実施・評価」のサイクルから見た時に第一期計画の評価が良く理解できなかった。 

 →現在も第一期計画は進行中ですので、計画全体の評価には至っておりません。引き続き各年度の

計画の実施状況を子ども・子育て会議に報告し、確認をいただきたいと考えております。また、結

果についてはホームページでも公表いたします。 

第１回調査との比較と考察についてはご指摘のとおり、今後必要となると捉えております。その

方法については次期計画策定の中で考える必要があるものと考えています。 

・調査結果から思ったこととして 

①保育サービスの利用状況で「利用しない」、理由に「保育サービスに空きがない」があり、待機

児童解消がやはり重要だと思う。 

②休日保育希望が０～２歳児では 72 人、３歳以上では 74 人とあり、これに対する事業の検討と人

材確保が必要なのではないか。 

→奥州市立教育・保育施設再編計画を進めることにより、待機児童解消を進める考えです。 

休日保育については、平成 28 年 10 月より公立保育園、具体的にはいずみ保育園で実施してきま

したが、利用者の減少があり、通常保育における待機児童の解消等を目的に 31年度より一部民間委

託する予定です。今後、認定こども園の設置により、公立での休日保育の再開も視野に入れており、

社会情勢の変動から休日等の就労に対する保育体制の構築は必要と考えております。一方、保育士

の確保は公立・私立問わず急務となっており市の補助事業をＰＲしながら両輪で進めてまいります。 

 ③「子どもに対する行為」は、思っている以上に多いことに驚き、この項目は子どもへの「虐待」

に通じることを気づかせること、考えさせるための項目だったのか。  

 →質問がありましたとおり、虐待の実態を調査したかったもののほか、この項目に挙げられた行為

は虐待に当たる、または当たる可能性があるという気づきを促すことも目的として設定したもので

す。「虐待」という言葉を使用しなかったのは、その言葉から受ける印象が強すぎ、回答を身構え

てしまうことを避けるためです。 

 

（以上で了承） 

 

 

４ 議題 

（１）家庭的保育事業等の認可について 

資料１により事務局から説明。 

 

〔質問・意見〕 

Ａ委員 連携施設は近いのか。 

事務局 同じ岩谷堂地内の施設であり近場である。 

Ａ委員 場所が分からないので聞いたものであり分かった。 

面積に関しては素晴らしいと思う。日本の保育園の面積はＧ７の中で最下位である。ものす

ごく狭い。そういう中で考えると 32.26 ㎡はやっと世界の水準だなと思う。今の保育園や幼稚

園の面積は極端に小さいと思っている。 

 

（議題（１）終了） 
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  （２）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定について 

資料２により事務局から説明。 

 

事前質問の内容について、事務局から説明。 

 ・利用定員の表について 

①昨年度４月段階で待機児童がありました前沢・胆沢・衣川では、利用定員を増やす等、策を講じ

たのか。 

②年度途中から利用が見込まれる３号認定にかかわる子ども達への利用に関する策は講じてあるの

か。  

→私立施設の利用定員については、増加については市への申請により、減少については市への届出

により、最終的に市が決定するものです。これらの利用定員の変更は、施設の教育・保育及び経営

に深く関わるものであることから、施設・事業者との意思疎通を図り、基本的にはその意向を考慮

しつつ、当該施設での最近における実利用人員の実績や今後の見込みなどを踏まえ、適切な定員と

なるよう定めているところです。 

  待機児童の対策について、４月は定員までの受入れの運用でお願いしている。その後は、定員を

超えての受入れもお願いし、年度途中の受入れ増をお願いしている。また、きょうだい入所を事前

に把握し、入所できるようにしている。そうした中で対応をしている。 

 

〔質問・意見〕 

 なし 

 

（議題（２）終了） 

 

 

（３）その他 

  事務局から説明 なし 

 

〔質問・意見〕 

Ａ委員 経済的な負担状況が先ほどのアンケートからも出てきた。小学生、中学生に入るときに生

活困窮のところが就学援助制度を使って入っているはずだと思うが、この４月からの中で数字を

掴んでいるか。いま 700 何人いますが。義務教育を受けること自体が大変だということで入学の

ときに就学援助という制度を使っている。今年の分はまだ出ていないか。前年度は 700 数人だっ

たと思うが。 

→就学援助についてはただいま資料を持ち合わせていない。平成 30年度の数値について後でお知ら

せをしたい。 

Ａ委員 アンケート調査の中で、お父さん、お母さんの大変さが確かに出ている。その結果として

次に幼児期から小学校、中学校へと入っていくときに、義務教育という日本国憲法で決まってい

る中でさらに就学援助制度を使わないと小学校に入るときのランドセルを買えない、中学校のと

きのズックやシューズが買えないとかいろいろな問題が出てきていて、その援助制度を受けてい

る方がかなりの人数がいる。これはやはり、親御さんのフルタイムとかいろいろな先ほどアンケ

ートにあったすべての絡みである。これは大きな問題であると思う。この辺のところが少しいず

れ数字が出てくるでしょう。 

Ａ委員 アンケート調査の最後に「当てはまらない」というのがあったがこれは何のことか。子ど

もに対する行為のところに、最後に当てはまらないというのが来るとアンケート調査のやり方に

ついて不足があったのではないか。半数の方がそう答えているので。 

→「当てはまらない」については、事務局からの設問案に対し打合せの中で業者側から提案させて

いただいたもの。アンケートの原則として設問１つに対して必ず誰もが１つ〇を付けることがで

きるようにしないと実態と異なる結果になってしまう。設問を見ていただければわかるが、真摯
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に子育てをしている方は〇をするものがない。一方、はっとして〇をされる方もいる。結果につ

いてはポジティブに、奥州市においては真摯に子育てをされている方が多いと積極的な意見とし

て捉えていただきたい。 

 Ａ委員 了解した。 

 Ｂ委員 調査の報告お疲れ様でした。冊子についてはあと詳しく読ませていただきたい。一番は待

機児童の解消。そのためには保育士の確保とずっと言われていると思う。ここに皆さんの代表だ

ったり、職場の代表だったり、学校、保育、教育の代表の方がいる、そういう場である。ここの

会議用の資料として、例えば待機児童のために具体的にこういう行動を取ったとか、保育士確保

にこういう対策をしているというのを口頭ではなく、文書で目に見える形でお知らせをいただく

とこういう取り組みをしているんだな、施設でもう少し働きかけようと思うのではないかと思う。

この会議ならではの資料を数字だけではなく、あるいは口頭だけではなく、文書化していただけ

るともっとそれぞれの立場として働きかけができるのでは。 

それから、自らが教育・保育にかかわる部分で勤めた経験がある立場で話をさせていただく。

学校、幼稚園、保育園も、かけがえのない子どもたちの命を預かっている場でもある。その命を

預かっているという重大さを保育士さんや園長先生を始めサポートするためにも、例えば保育士

の確保とか勤務条件の改善、処遇改善とか、現場をもっとわかっていただきたいということを痛

切に感じる。 

 →献身的なご意見ありがとうございました。 

Ｃ委員 アンケートの感想。50％を超える回収率は関心度の高さを感じた。 

  概要版の４子育て環境についての評価の豊かな暮らし等の部分は、調査結果報告書のどの部分に

対応しているのか。 

 →７ページに記載されている。 

Ｃ委員 概要版と報告書の対応関係がわかるような表記があるとよいと思う。 

 

（議題（３）終了） 

 

（議事終了） 

 

 

４ その他 

 〔事務局から〕 

なし 

   

 〔各委員から〕 

Ｄ委員 無償化について、昨日法案が通り予算が決まっただけの状況だが、現場の者としてはこれか

らどう対応していくか右往左往している状態。情報もなかなか入ってこない。園としては、給食費

の扱いをどうするかというところがある。なるべく早い時期に市のほうから説明・ご指導をいただ

きたいと思っている。 

→ 無償化については、委員ご指摘のとおり予算は決まったがそれをどのようにやっていくかこちら

も情報が見えていない。従前、収入の多くない方については、保育料の額が安く設定されている。

逆に給食費が高くなることが想定されない訳ではない。それについては逆転が起きないよう措置を

するといわれている。また、奥州市が独自実施している第３子無料化はこの部分の給食費が対象外

になってしまうという部分がある。その部分は何らかの手を打たなければならないだろうと思って

いる。国の制度と市独自の制度、これを２つ併せてやらなければならない。国からの情報が入り次

第、情報提供等を行い施設の皆さんとスムーズに運ぶようにやりたいと思うのでご協力をお願いし

たい。 

Ｅ委員 今回の子育てに関するアンケート調査ということで冊子を作っていただき、いろいろなご意

見が入っていると思う。これをお母さんやお父さん方が見やすい場所に頒布して設置し、すぐ手に

取れるようにしてほしいというのが希望です。例えば、子育て支援センターや保育所であるとか。
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子市がどういう取り組みをしているのかは自分で探っていかないとぜんぜん見えてこないのが現状

です。そういうことを広報やホームページ以外でしてほしいと冊子の自由意見にありましたので、

親に届きやすい形で届けていただけるようにお願いしたいと思う。 

→ 冊子は冊子で作成した。こらから、もう少し設問ごとに調べてみてこの設問で求められているの

がこういうサービスがというのが出てくる。休日保育の場合となるとわかりやすいが、出てきてい

るのがファミリー・サポート・センターということもあると思う。市としてどの部分にニーズがあ

ってどういうサービスが求められているのかを整理しながら、市として結果を受けてこういうこと

を進めていくというような形でホームページ等で当然しながら、皆さんにご理解いただけるような

形で進める。 

 

 

５ 閉会 


