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令和元年度第２回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
開催日時   令和２年１月 15日（水） 午前 10時～午前 11時 55分 

場  所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者   委 員  13名（欠席５名） 

         事務局  ８名 

         第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託事業者 ２名 

   

  市民憲章唱和 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶 

 

３ 議 事 

 

 会長挨拶 

 

千田会長）それでは今日も皆さんと一緒にたくさんお話をしてみたいと思っています。改めまし

て、ご多用中のところ、会議に出席いただきましてありがとうございました。昨年の前回の会

議では、第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画の骨子案について、この協議を行いました。

今回はその素案が議題となっています。骨子案よりも具体的で、よりボリュームのあるものに

なっているというふうに考えます。事前に皆さんに配布してあります。先ほどの教育長の挨拶

にもありましたように、皆様から多くのご意見をいただきまして、この素案がいかに実行力の

あるものになるかというところが大切でありますので、本日も皆様のご意見を大切にしていき

たいと思いますので、ご協力をお願い致します。 

ちなみにですね、私、昨日夕方の５時５分ぐらい前に、事務局に電話を入れまして、今年度、

現在の就学援助制度を使っているお子さんが何人いますか、調べておいてくださいってお願い

しました。就学援助制度というのはお分かりのとおり、小学生・中学生が、家庭が生活困窮で、

例えば小学生はランドセルが買えないとか、中学生はいろんなサークルの運動着とかスニーカ

ーが買えないとか、旅行に行けないとか、いろいろ問題があって、就学援助という義務教育に

通うのに援助してくださいという申請があります。その申請があって、市の方でなるほどとい

う認可を受けた数が出ます。ちなみに申し上げます。今、奥州市の中学生、小学生、プラスす

ると 8,425人います。8,425 人分の今度は就学援助制度受けている子どもさん 588 人でした。

誰がっていうことは分からないけども、この奥州の中にこれだけの数の、588 人の方がそうい

う制度を受けて学校へ通っているという実態があります。そういうこともいろいろ踏まえなが

ら、これから子ども・子育てはどうなっていけばいいのか、この素案に何を加えればいいのか、

この素案にどんな命を吹き込めばいいのか、そういうことを皆さんからご意見を頂いていきた

いと思っています。私、会長になって、必ず皆さんに一言は喋って帰ってもらいたいと思いま

す。特にＡ委員さんは頑張っていただいて、事前に質問書をいただきましたので。これについ

ては、事務局で説明をしていく中で、ひとつひとつ答えていきますので宜しくお願いを致しま

す。 

 

それでは３の議事に入ります。最初の議題になります。 

 

(1) 第２期奥州市子ども子育て支援事業計画（素案）について事務局から説明をお願いします。 

 

  〔事務局 素案説明〕 
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  〔質疑〕 

千田会長）はい、ご苦労様でした。Ａ委員さん 10 項目の質問をしていただいてありがとうござ

いました。あの、かなりハイスピードで説明をしましたが、ご理解いただけた部分、全部分か

りました？それともちょっと考える所もありますか？ 

 

 Ａ委員）後でまた、もし時間があれば質問させていただければと。 

 

 千田会長）そうですね、次にその他という項目ありますので、そこの時点で再度質問あれば事務

局から答えていただきます。 

事務局からの説明が終わりました。ただいまの説明について皆様からご質問をいただきます。 

   まずこの素案について、小さい部分は次のその他で出していただいて構いませんから、まず

この素案について、皆様の了解を得たいと思いますがいかがですか。 

ちなみに放課後児童の対応に関して、Ｂ委員さん、はい社協から何か。 

 

 Ｂ委員）はい。量の見込みのところですけれども、ちょっと放課後児童クラブの 71 ページちょ

っと拝見しまして、需要が増加傾向であるということで、令和６年度のところで量の見込みも

増えていますし、確保量の方もそれに伴って増えているようです。私どもの社会福祉協議会の

方で、放課後児童クラブの方運営している所が多いので、ちょっとその情報提供といいますか、

ちょっと疑問に思っているところも含み、お話をさせていただきたいんですけれども、この量

の見込みに伴っての確保量、これについての財源、それから、人の人材の確保、そういったと

ころの見通しがきちんとあってのこの計画なのかなというところをちょっと確認したいなと

思います。放課後児童クラブだけではなくて、この計画自体なんですけれども、これについて

のいろんな計画がありますけれども、この財源、これがきちんと伴っているものなのかという

ところは確認したいと思います。絵に描いた餅にならないような計画にしていきたいなと思っ

ているので、そこを確認したいのと、今、奥州市の方に財源が無いっていう事を新聞等々でも

言われていますので、そこをちょっと心配しているところです。放課後児童クラブに関しまし

ては、国の補助金等ありますので、そちらをという事で考えているんだとは思うんですけども、

人材の確保等は、どの児童クラブでも苦慮しているところです。その実態の方をご存じかなと

いうところが、その職員の確保ができない限り、児童クラブの数は増やせません。というとこ

ろは、ちょっと確認しておきたいなと思っております。                 

   それから、もうひとつなんですけれども、児童クラブの利用希望の家庭は増えるのはもちろ

ん増えると思います。ただし、いつもこうちょっと思うんですけれども、本当にこの事業の目

的に合った、事業の公的なお金を使ってこの事業を利用する家庭の子どもなのかな、というと

ころがちょっと疑問に思うところもあります。というのは、保育所と違って小学生ですので、

もちろん昼間、家庭に保護者がいないっていうのはもちろんなんですけれども、例えば農業だ

とか、小学生で、おじいちゃんおばあちゃんが農業をしてすぐ家の前の畑にいるっていう子も

児童クラブの利用を希望すると、そうすると際限なく利用希望者は増えていきますので、こう

いう状態になるんだと思うんですけれども、それを人材もいない中で、財源も余り無い中で、

本当に児童クラブがこうやって増えてやっていけるのかなというところ、疑問に思っています

ので、そういったところをきちんと把握してやっていただけるのかなと思っています。やっぱ

り、その事業の目的に合った公的なお金の使い方っていうのは、お金の無い中での奥州市だと

思いますので、そこは考えてやっていった方がいいのかなと思っています。 

   

 千田会長）ありがとうございました。もう一人、同じ放課後児童クラブに関して、Ｃ委員さん。 

 

Ｃ委員）はい。今あがったようなところで、同じような意見ではあるんですけども、やはり、き

ちんと必要性のある人が利用できるように、奥州市でのその基準をもうちょっとこう明確にし

てくれると、こちらの児童クラブでの判定というところもやりやすくなるのかなというところ

もありますし、あとはやっぱり、一番最初のＡ委員さんが挙げてたような質問の中でもあるよ
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うに、こうやって見込み量と確保量と出ているんですけども、実際やっぱり岩谷堂の方でも、

待機がたくさん出ていて、定員以上に申し込みが増えていて、岩谷堂の場合は、放課後子ども

教室さんも一緒にやっているんですけども、一緒にというか別の体育館で同じ岩谷堂小学校の

中でやっているんですけども、そちらは高学年を預かっていて、高学年は利用できるんだけれ

ども、小学校の低学年、１年生、２年生、３年生が、今待機が今年度だと 40 人近く出てたと

いうところで、低学年、必要性が高い低学年が利用出来なくて、高学年が普通に利用できてい

るっていうちょっと現状があって、その部分がちょっと課題ではあるのかなというところで、

何とかしてほしいなというところ。先ほどの回答にある「子どもの居場所づくりの活動に対す

る支援」というところ、行っていくということが書いてあるんですけれども、具体的にはどう

いうことになっているのかなというところをちょっと聞きたいなと思いました。以上です。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。では、Ａ委員さん。 

 

Ａ委員）すみません。児童クラブの事業所もやっているのでひとつだけ、意見ですけれども、奥

州市の児童クラブの利用料が低すぎるのも、その利用者が際限なくなってしまう理由だとちょ

っとずっと思っています。今利用料 2,000円、月、なんです。市の方で 2,000円と言われてい

て、どのクラブも委託を受けたりしているところは 2,000円で利用料で、あと、おやつ代プラ

スではやっているんですけれども、ここ２年前ぐらいから減免制度が入っていて多子世帯の減

免と、生活、生活保護だけじゃなかったと思うんですけど、その収入の少ない世帯には減免の

制度もきっちりあるのに、月 2,000円という金額にしてしまうと、何か念のために入っておこ

うっていうような形の方とかも出るのではないかなと思って、全国平均とかを見ると昔だと

8,000 円とかくらいがまあ平均だったり、少なくても 6,000 円とか、月ですからね。一か月、

月曜日から金曜日までの毎日、しかも土曜まで使う方は使う形で、長期休みになれば朝からず

っと夕方の６時・７時までというところなので、なので奥州市もし財源が無いという中でとい

うのであれば、あと、その利用者、利用希望者は、どうしても働く共稼ぎ等の世帯も増えてき

ているので、どうしても利用者も増える中でその金額が本当に月 2,000円でいいのかっていう

辺りは、ぜひ、真面目に考えていただければと思います。以上です。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。 

   今、３人のお話を聞きました。ここで１回交代で。まず、この放課後云々に関しては１回整

理しましょう。余り、お金無いなんて、余り語らなくてもいいから。お金はいっぱいあるのだ

から。無いないって言ったら何も無くなるからね。何にかけるべきかの問題ですからね。 

 

佐藤課長）子ども・家庭課の佐藤でございます。放課後児童クラブに関してご質問をいただきま

したので、初めにその財源を伴っているのか、人材の確保はできるのかというご質問もござい

ましたが、この計画で出しました量の見込み、あとは確保量につきましては、その財源ですと

か人材の確保という辺りまで調整しての数字ということではなくてですね、あのまずニーズ調

査と、あるいは人口ビジョンと、そういったものから算出された数字を基に載せているもので

はございます。ただ、その実際の、ではそのまま対応出来ていくのかというような辺りにつき

ましては、今後その実際の所を見ながら中間見直し等での見直しも出てくるものと考えており

ます。 

   それから、利用料につきまして、2,000 円では安すぎるというお話がございましたが、確か

に近隣の市町村と比較しますと、奥州市はかなり安い金額でございます。近隣でも 8,000円と

か、そういう市町村もございますので、この点につきましては、当課の中でもちょっと検討が

必要ではないかなという話が出ている部分でございます。ただ、いきなりこれが 6,000円、8,000

円という話にはならないと思うんですが、いずれ 2,000円という金額につきましては、ちょっ

と検討が必要だなと認識しているところでございます。 

対象者の厳格化につきましては、本来そこまで厳格にやらなければならないところだとは考

えているんですけれども、ただ、地域性も若干ございまして、一律で例えば農村部と、それか
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ら市街地、一律でやってしまうと、かなりといいますか若干といいますか、影響が出てくるよ

うなところがあって、全市統一してのその一律の基準厳格化というところまではいけてはいな

い所なんですけども、いずれ本来のこの事業の目的としましては、日中家庭に保護者がいない

お子さんを見るというところになっておりますので、そこにつきましては、どこに対しても周

知をしているところですし、その基準で判定してくださいとお話はしているところでございま

す。 

 

千田会長）いいですね。はい、先ほどのＡ委員さんの回答書の中にもあるように、進行していく

中で中間の見直し時点で再度検討しますっていう答えが入っていますが、そのような時点もあ

りますので、必ずしも今ここで話したことが、そのままスパッと入る訳ではないかもしれない

けども、いずれ、この計画の一番最後のページにあるように見直しをしていく、あるいは、チ

ェックをしていくという期間がありますので、その時点で「あっ、数字が変わってきたな」と

いうことで入れ込もうとかね、ということも出てきますんで、77ページの一番最後の所に計画、

実行、点検・評価、見直しというのがありますので、今ここで入るかどうか別として、皆さん

意見を言ってっていただかないと当局は頑張ってやる訳ですから、もちろん私たち委員も、こ

れをものにするために頑張る訳ですからね、その辺の所で。他の方のご意見ございませんか。

誰かひとつ、Ａ委員さん。 

 

Ａ委員）すみません、先ほどＣ委員からもあったんですけれども、子どもの居場所づくりの活動

に対する活動支援っていうふうなもの具体的なものどんな感じなんですかっていうお話があ

ったと思って、私もその質問出して、そこ聞きたかったので、ご回答いただければ。 

 

千田会長）ありがとうございました。 

 

佐藤課長）子どもの居場所づくりに対する支援でございますけども、今年度県の方で、子どもの

居場所づくりに関する補助金が創設されまして、それを使っての市の補助制度が今年度出来ま

した。内容としましては、食事の提供と、それから、学習支援ですとか、様々な体験活動です

とか、そういったものを併せて、少なくとも月に１回以上、そういう活動をする団体に対して、

立ち上げ、もしくは、途中でその機能を強化するような経費に対して補助金を出しますという

ものでございます。ですので、例えば定期的に月１回以上、お子さんで、お子さんの、その対

象の特に制限はありませんので、どなたが来ていただいても良い訳ですけども、例えば所得の

制限があるとか、家庭構成の制限があるとか、そういったことはございませんので、そういう

居場所づくりを、まず支援していきましょうという内容のものでございます。 

 

Ａ委員）それって周知されました？周知ってされている内容ですか？各事業所とかいろんな所に

こういうのが県で出来ましたよっていうのは。 

 

千田会長）はい、佐藤課長。 

 

佐藤課長）出来たのが昨年の 10 月ですので、その時点でホームページに出しましたし、あとは

新聞等でも報道されましたし、あと研修会を１回やったんですね、その時に 30 人ぐらい集ま

っていただいたんですけども、その方々には県の方から、こども食堂等の支援をしていくよう

な団体さんから講師をお招きして周知等致しましたし、まだまだ出来たばっかりのものでもあ

りますので、十分いきわたっていないところはあるかと思うんですけども、いずれ支援をして

いきたいと考えておりますので、もしご興味があれば、もう少し詳しい内容をお知らせします

ので、お問い合わせいただければと思います。 

 

千田会長）宜しいですか。 
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Ａ委員）一応そういうのって全体に周知はかけないものなんですか。まあ、児童クラブやってた

りとか、あと保育園とか、なんか最近結構その保育園関係とかでも、こども食堂、保育園って

いうかこども園とかでも、やっている所とか始めたいっていう所もあるので、なんか補助制度

があれば、各事業所に一応こういうのは何か周知されるものではないんですか。あれが違うん

ですかね、その担当課が違うとかそういう感じのものですか。 

 

千田会長）佐藤課長、どうぞ。 

 

佐藤課長）はい、その研修会をやった際に、地域の振興会さんには全部に直接ご案内を差し上げ

ました。それから、こちらで情報として、こども食堂、居場所関係に興味をお持ちだと事前に

把握していた方々ですとか、団体さんですとか、という所には、ご案内は差し上げた訳ですけ

ども、ただその例えば保育園さんですとかこども園さんですとか、そういった所に全部にお回

しした訳ではありませんでしたので、今ちょっとそういうお話を伺いましたので、若干その辺

また再度そういう個別のお知らせが必要かどうかは内部で検討したいと思います。 

 

千田会長）はい、それではこの件は一旦打ち切って、Ｄ委員さん。 

 

Ｄ委員）すいません。今の流れとちょっと外れてしまうかなと思いながら、この資料を拝見して、

11ページに放課後子ども教室については、年々利用者数が減少しているという事が出ているの

で、この、子ども教室と放課後児童クラブの運営主体が違うものなのか、なぜ減少しているの

か、要望はいっぱいあると思うのにどうしてなのか、そこが分からなくて私の勉強不足ですけ

れども教えていただければなと。 

 

千田会長）私からでもいいけど、どなたか。 

 

Ｄ委員）答えてくれる人是非。 

 

Ｅ委員）すいません。前提として知っておきたいんですけど。放課後児童クラブと放課後子ども

教室ってちょっとよく分かってないので、サラッとでいいので説明していただけると助かりま

す。 

 

千田会長）はいどうぞ、佐藤課長。 

 

佐藤課長）はい、放課後児童クラブの方からお知らせしますが、放課後児童クラブは、希望すれ

ば誰でも入れるという事業ではなくて、日中その保護者が家庭にいらっしゃらない、まあ例え

ば共働きですとか、お家の中で例えば介護が必要で、お子さんのところまで見られないですと

か、何かその預けなければいけない理由があって利用できる制度になっております。ですので、

対象が小学生なんですけども、例えば就学前であれば保育園に通っているようなお子さんが小

学生になった時に使えるような事業というふうに考えていただければいいと思います。それか

ら、子ども教室につきましては、そういった制限がありませんので、例えば、学習ですとか、

遊びですとか、何かそういった体験活動を提供するような場というふうに考えていただければ

いいかなと思います。所管の省庁の話をしますと、放課後児童クラブについては厚生労働省に

なりますし、放課後子ども教室については文部科学省になりますので、まあ福祉的な施策と教

育的な施策というふうに考えていただければいいかと思います。ただ、市内でもその使い分け

といいますか、どちらかと言いますと、その、放課後児童クラブについては、共働き世帯が多

い市街地は児童クラブ、あと、農村部に行きますと、どうしても、おじいちゃんおばあちゃん

と同居のお子さんっていうような事が多くなってきますので、そうすると子ども教室の方が多

いというような実態がございます。 
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Ｅ委員）ありがとうございます。 

 

千田会長）分かりました？分かんなかったでしょ？ 

 

Ｄ委員）何かあの、やっている事は分かったんですけども、いったい誰がそこを主体になって運

営しているのか、あと、希望日だけ預かるのは子ども教室なのかな。 

 

千田会長）今、質問してあげますから。奥州市でやっているのは何ですか？社協でやっているの

は何ですか？保育園でやっているのは何ですか？はい、三つ答えてください。全部違いますか

ら。そういうとこ分かんなきゃ駄目だよここは。じゃはい。 

 

Ｂ委員）はい、社会福祉協議会でやっているのは、放課後児童クラブです。児童クラブは、あの、

教室の方はちょっとあれですよね、何人か指導者がこう何人いなきゃいけないとかっていうの

は決まりは無いですよね、確か。で、児童クラブの方は何時から何時まで開設した分に職員が

何人ついて何人の児童を見たのでいくらっていう補助金でやっています。たぶん放課後子ども

教室の方はそういった何人の制限とかっていうのはないのではないかなと思っていますし、運

営している内容が、放課後児童クラブは、このとおりの事業目的がありまして、その中で健全

な遊び、それから生活の場っていうのは運営方針というのがあって、それに沿って運営しなさ

いという、あの領域のようなものがあって、それに沿って運営するというのがあります。で、

教室の方はたぶんそのボランティアさんを主体として、振興会とかがよくやっていると思うん

ですけど、そういった中でいろんな遊びを教えるっていうような形だと思いますので、何時ま

で開けなきゃいけないとかっていうのはないですかねもしかして。 

 

千田会長）無いです。じゃあ、それ説明しますから。私もやっているんですよ、実は。私は、振

興会でやっているんです。江刺にもあるでしょ、みんな、振興会、30の振興会ありますが、私

は前沢の生母の振興会で２か所やっているんですよ。これはね、さっき言ったように時間があ

ると、いつまでじゃなくて、学校が終わるとバスで帰って来ますよね、スクールバスで。その

ままスポーンとその教室に落ちてくるんです。これは振興会が経営しています。 

 

千田会長）学童保育は。 

 

Ｆ委員）学童保育はうちではやってないんですけど、第二水沢保育園の方でやっていました。 

 

Ａ委員）第二さんも児童クラブに移行しました。駒形さんのとこですかね。 

 

千田会長）この今言ったね、保育園でやっている、あの学童保育っていうのは 10 歳までって決

まっているんですよ。だから小学生ずっと６年生までじゃないんですよ。ってこういうふうに

ね、それぞれみんな決まりがあるので、それを分かってないと、今の質問のとおりなんですよ。

いろんな制度があったり、市がやっている直接やっているのがあったり、あの自治体がやる、

振興会みたいな所がやる、社協がやる、あるいは保育所がやってるって、いろいろあるもんで

すからね、確かにおっしゃるとおりね、あの内容が分からないとね、何処に頼んだらいいのか、

保育園の学童保育っていうのは 10 歳までですから、３歳なっちゃってまでもう終わりなんで

すよ、そこから次クラブ活動なんかで上手くいけばいいんだけどね、この辺の所かやっぱりあ

の、更にこれから皆で勉強していく所かもしれませんね。はい、じゃ、この件に関して終わり

ます。 

   次、何かご質問ありますか。無ければここで一旦閉めます。 

 

Ａ委員）すいません、えっと、全体的になんですけれども、あの、課題とかは書いているんです

けれどもじゃ具体的に解決するために、奥州市として何やるのかっていうのが全然見えないっ
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ていうか、無い感じがして、担当部署ではこれをやりますっていうのも、その国の計画に則っ

たものは確かに書いているんですけれども、本当にそれでいいのっていう、それだけでいいの

かなというのと、あと人口推計が奥州ビジョンという事で、それに沿ってて大丈夫なのってい

うか、実際のその、せめて社会保障人口問題研究所でしたっけ、何かあちらで出している人口

推移のやつとかでやらないと、その甘い見込みでやっていると大変な事になるのではと、実際

これからこう親になる人の数がガッツリっていうか、どんどん減っていって、人口がどんどん、

まあ地方の方では、かなり激しく減っていくっていうのは、これだけ騒がれている中で、本当

にその甘い見込みの人口推移に沿って、国の言っている内容だけをやっていくので、奥州市は

大丈夫なのかっていうのが本当に不安に思う所であるので、何かその、課題としては出ている

と思うんです、ちゃんと書いてあると思うので、じゃ課題を解決するためには何が必要で、あ

とはその地域の中とかでも、その施設だけでもなく奥州市、市の行政側だけじゃなく、住んで

いる人もいるので、そこら辺具体的にしないと実際今、里帰り出産をできない地域っていうす

ごいこう重いっていうか、ただでさえ不利な所になっていて、その上で、里帰り出産もできな

い市の中で、このボヤッとした感じのプランで５年後、５年間やっていきますっていうのは、

本当に大丈夫なんですかって逆に伺いたいんですけれども、市の方ではどのようにお考えとい

うかなのでしょうか。 

 

千田会長）大丈夫ですかっていう心配ですね。 

 

千葉室長）室長の千葉でございます。貴重なご意見ありがとうございます。まず、後段ございま

した、人口の見方について、前回の１回目の会議以降に、政策企画課、その人口ビジョンの担

当課と私共で考え方を整理して、今回人口ビジョンの考え方で元データは取らせていただきま

した。その考え方といたしましては、社人研の人口推計の方が、もっと奥州市の人口について

は少なくなってきます。いわいる少子化、高齢者の人口も減って、奥州市の人口がどんどん 10

万人を切って、どんどん減っていくという事で、その人口推計だけを見れば、今のサービス提

供の量については、例えば増やさなくても確保できると、要するに財政出動しなくても、今の

ままでも、例えばお子さん方が受け入れできて、場合によっては余計な施設を逆に廃止しなき

ゃないっていう見方もひとつございます。ただし、市の総合政策の取り組みとして、人口が大

幅に減れば市の力が落ちる、ですから人口政策の考え方で増やす事は無理ですけど、減らすの

を少なくして維持するという、大きな市の政策があります。そうすれば、そのものによって社

人研の少子化よりもキープした場合、お子さんがある程度減らないで増える、そうすると今で

も待機がありますから、その維持した時に対応できるサービスの量を確保しなければならない

ねという、我々個別計画の方では見なきゃないという事で使わせていただきました。ですから

結果として、子どもがやっぱり歯止めかからなくて、もっと少なくなれば、量とすれば減らす

方の調整は簡単にできますが、増やすっていう部分が難しいので一応人口ビジョンの部分を取

って、仮に子どもが維持した場合、どれくらいの施設、サービスが必要かという事で、今回は

整理させていただいたのが一点でございます。 

  後は、政策全体、具体的な施策が見えないよというご指摘いただきました。まあ具体的には

ご質問の方にもありました、保育部門であれば保育士の人材確保、施設があっても保育士さん、

看護師さん、保健師さんがいなければ、医療ケアも含めた十分なサービス提供ができない、ま

あそういう事で一期計画におきましても、市独自の保育士確保事業、これ財源が伴います。国

が支援しない市の財源。後は施設であれば給食費の負担を軽減するための市独自の給食費補助

制度とか、そういった市独自が行う具体的な施策もある程度、総合計画の実施計画にあるもの

は盛り込んで、見えるようにした方が良いのではないかというふうに私受け取りましたので、

その、この３～５年間の具体的な市独自政策が追加できればその辺はこの今回のご意見を頂戴

して微修正できるように検討させていただきたいと思います。併せて関連で、先ほどＢ委員さ

んから、この計画自体が財源等の裏付けがあるのかというご質問もいただきました。いい計画

だけど実効性のある計画になるかどうかが一番重要だと思います。私どもとしては、まず３年

間、３年間分にしたら市は総合計画の実施事業のローリング見直しという作業を毎年やってお
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ります。それはやるための、事業に対して財政的な裏付けがあるかどうかという部分でござい

ます。今回載せている事業については、基本的には総合計画の中で、市として責任持ってやる

事業だよという確認は取っていただいております。ただ、年度年度によって事業量が大きく変

わります。具体的に言えば、新しい認定こども園とか保育所の整備要望が出れば、一事業で１

億から４・５億かかるという事で、その分が、市も補助するとなれば相応の財政負担が伴いま

す。それらにつきましては、まず、前３年間については、おおよそ民間の事業支援が出来るよ

うな財源確保を一応定めながら取り組んでおりますので、現時点では実効性ある計画にできる

というふうに考えております。ただ、財政的に厳しい課題としては、市が直接整備するという

計画も今持っておりますが、国の方針で公立が施設整備する場合は一切応援しないと、まさに

そこが財政的に厳しい、ですから民間さんと公立が、どういう役割分担をして、効率的な財政

支出のもとにサービス提供を充実すると、そういう進め方で進めて参りたいという基本的な考

え方をもっておりますので、繰り返しなりますが、希望観測だけの計画設定ではなってないと

いう部分は、一応お示しさせていただきたい。ただ苦しい内容も混ざっておりますので、常に

毎年毎年度の見直しで、いい補助金を確保したり、いい起債を活用したり知恵を出していかな

きゃないという状況の中で頑張って参りたいという考え方でございます。以上です。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。この件はこれで終わりにしますからね。あの、お分

かりのとおりね、人口が増えるか減るかって事は地方交付税に影響してくるんですよ。人間が

１人増えると約 14 万円増えますから、子どもが増えるって事はこういう事なんですよ。減る

っていう事はこういう事なんですよ。地方交付税に入ってくるのは、お一人当たり約 14 万く

らいの金額になるんです最終的に、だからこの辺考えていくとね、人口問題っていうのは大変

大きな問題なんですよ。 

ちょっと角度変えて、Ｇ委員さんとＨ委員さんも来ているから、保護者、ＰＴＡの立場から

何かご意見ありませんか。 

 

Ｇ委員）何でもいいですか？ 

 

千田会長）何でもいいですよ。 

 

Ｇ委員）私が今、保護者の立場でちょっと困っている事というか、今、放課後児童クラブの話が

出ましたが、家はおばあちゃんがいるので、子どもが３人いるんですけども、おばあちゃんが

３人見てくれるんですけども、突発的に、不幸とかできた時に見てくれる人がいないんですよ

ね。みんな小学生だったら児童クラブさんの方に全員預けられるんですけども、小学生・幼稚

園・保育園なんですよ。そうするとその３つで３人とも行っている所が違うので、３か所でと

なるとちょっと難しいです。それを特例、みんなそういうふうにしてしまえば、みんなそうな

ってもう、ごちゃごちゃになってしまうので、そういう本当にやむを得ない事情で特例として、

年齢関係なく預かってもらえる所、ほんと何時間だけでもいいんですけど、そういう所があっ

たらいいのになと思う事はあります。 

 

千田会長）はい、ありがとうございます。Ｈ委員さん、何か無いかな。 

 

Ｈ委員）家は、中学校がいて、小学校がいて、今保育園で、今年で保育園は終わるので、日中も

ちろん、私たちは共働きで、おじいちゃんおばあちゃんはいるんですけどまだ仕事に行ってい

ますし、家の土地柄で、目に付く所に皆さんがいるので、どっちかっていうと地域性で、じゃ

家で見るよっていう部分もあるんですけど、その、児童クラブと学校終わった後は行かせてい

ますし、逆に誰々君が行くからやっぱりみんな、子どもたちは行きたいんだべなっていうのも

ありましたったので、さっきもその料金とかは逆に安く今やってもらっているので、私たちは

十分大変助かっています。ただ、受ける側は酷いんだろうなっていう部分はこちらも加味はし

ているんですけども、その中で、市に対して施設さん、やっている側に言えば、さっき何か、
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補助金が出るんですかどうのこうの、逆に言えば情報は私的に言えば取りにいって良い運営し

てもらえればなとは思うので、私たちはお願いする側にはなってしまうので、あまりお金とか

の話、私全然分からないので、私も今日これ初めて来たので、あの、どういう事話しているの

かなって正直、何どういう話しているのか全くもって難しい言葉ばっかりで分からないんで、

もうちょっとこう、一親達もいるので、今の話をするんであれば、親達いなくていいかなって

いう、親達含めての会議をするんであればもうちょっとこう、なんでしょうね、言葉分かりや

すい風にしてもらった方がなんか、もうちょっと違う質問もできるかなと思ったったので、今

日のこの会議はすみません、会議を聞いた中では、一保護者の意見を、うちらのは何も言えな

いっていうか、ただ聞いてはいはいってしか聞けないので、もうちょっとその親を混ぜた会議

ってなるのであればその辺含めた会議にしてもらえればもうちょっと分かりやすいかなって

いう部分が感じただけでした。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。利用者の意見っていうのがうんと大事だからね。そ

れをどう反映するかが私たちの仕事ですから。今皆さんここに来ている方々、それぞれの代表

で来ていますからね、私冒頭に話したように、声を出して帰ってくださいっていうのが、私時

計見ながらやっているんだけども、じゃ次少しね、貴重な意見ありがとうございました。それ

から次ね、幼稚園・保育園の、要するに経営者というか施設長さん達、Ｉ委員さんも来ている

し、Ｄ委員さんも来ている、Ｊ委員さんも来ている、Ｆ委員さんも来ている、この辺現場のリ

ーダーとして、こういうところが困っている、というのがありましたら喋ってみて。 

 

千田会長）はい、Ｆ委員さん。 

 

Ｆ委員）東水沢保育園ですけれど、たぶんどの園にも障がい児が、たぶん入っていると思います。

奥州市としては、補助金を出しますという事で、本当に可能な限りの保育士さんの時間帯で、

補助金を出しますよというふうにしていただいていて、とってもそれは良いことなんですけれ

ども、何度も先ほども保育士がいないし、それから、障がい児っていうお子さんには必ずこう、

付けてあげたいなという思いがありまして、うちはパートの先生４時間だけ、本当に午前中だ

け２人いるので、その子に午前中だけ付けて、後はクラスの中で見ましょうっていうふうには

なっていますけれども、そういう子どもたちへの支援の在り方といいますか、保育士の事、そ

れからお金の事、市としてもう少し、その障がい児の子どもたちに対しての扱いというかをも

う少し考えていただければいいなぁというふうに思っております。以上です。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。あの、今障がい児の話が出ましたが、奥州市私立保

育園協議会のＡ委員がいるから、あの、障がい児は、担任しているのは正職員ですか、臨時職

員ですか？ 

 

Ａ委員）うちの園の話ですか？  

 

千田会長）見てみるとほとんどが臨時さん、パートさんですね。 

 

Ａ委員）いや、各施設によっておそらく、その年によって正職だったりとか臨時さんだったりと

か状況に合わせてだと思います。 

 

千田会長）分かります、それは分かります。問題は障がいを持っているお子さんっていうのはや

っぱり、手がかかるというかね、やっぱりどうしてもかかりますよ、その子を保育をし、幼稚

園で教育をし、小学校に上げていくためには、先生は奮闘、努力をするんですよ。僕はもう園

長は定年で辞めましたけど、これまで私は障がい児保育を保育園で最もプロな、経験の豊富な

職員を付けていたんです。この人でなければっていうふうに思って勝負かけますからね、その

くらいの意気込みがないと、今Ｆ委員がおっしゃったように、午前中しか職員が密着できない
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となるとね、やっぱり、いかがなものかとやっぱり思うのは園長としては当然の考えですよ。

他に菅原さんもいらっしゃるから。 

 

Ｄ委員）障がいという事をどういう程度で見てくかなんですけども、グレーがすごく多いです。

そこを正職が中心になってクラスにも本当に 10 人ぐらいっていうような現状なんです。人材

不足ですし、でもこれをやっぱり一貫して見ていかなきゃないという思いがあって、正職と副

担でみています。けれども、以前の経験では、私もみました。 

 

千田会長）分かります。 

 

Ｄ委員）男の子だったんですけども、精神的にやっぱり高揚しちゃうと、もう大暴れするので、

２時間かけてお昼寝を毎日私がさせたと、そういうような状況があるんですけれども、親がや

っぱり発達支援の方に行きたくないという拒否があって、何とも手だてが出来なかったんです

ね。そういう辺りをうんと苦しんだけれども、どこに相談しても解決にならないし、本当に自

分たちの体を切り刻みながら保育をしているというような状況もあります。現在はそれほどひ

どい事は無いんですけども、この前もお話したとおり、親にも問題を抱えていて、子どもにも

その問題が発生している。そこを、親は保健師さんが見ます。子どもは支援センターの方でみ

ますと分けられてしまうと、絡み合っている問題だから、一貫して見るシステムがほしいなと、

横のつながりを持っていただきたいなというのが私の今の願いです。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。これが実態ですよね、現実に車椅子を使わなきゃな

い子どもがいたり、更に重度で今みたいな大変な子がいたりするとやっぱり、しっかりした、

ちゃんと時間を守ってくれるような人にお願いしたいというのが園長としては当然のことで

すしね、その気持ちが無ければもちろん園長やっていけないしね、だからこういう実態をいろ

いろ考えた時に、経営する側、運営する側にしてみると、今度は角度変えると予算的にね、な

んぼしても正職員付けられないからパートさんで我慢しなきゃないとかっていうのも、これも

現実なんですよ。だからこういうところを、皆さん声出していただいて、当局に聞いていただ

いてね、お金が無い、お金が無いだけじゃなくて、どこに子育てに力を入れるかっていうため

に市も腰を上げて一緒に考えていくっていう、一緒の会ですからねこれは、そうやってやって

いかないと変わっていかないと思います。はいそれでは、この辺で、現場からの、じゃＩ委員

さん。 

 

Ｉ委員）今先生方がおっしゃったとおりでございます。グレーゾーンの子どもたちにも支援を付

けるべく、やっぱりパートさんとか資格の無い人にはもちろん預けられませんし、半日パート

の人だと、やっぱり午後帰られるという事で、うちではどのクラスにも正規の人と、それから

半日パートの人とか、まあ臨時の人もいるんですけども、臨時さん、パートの人だけで背負う

ような事をさせないように、必ず複数担任にしております。それだけグレーゾーンが多くて大

変だというのも事実なんですけど、今度先生が倒れられては経営も何もありませんので、まず、

先生たちを助けるべく以上児の子どもたちのクラスにも、確実に２人いるように配置しており

ます。それから、そういった苦労もありますけれども、ひとつ私たち困っているのは、どこで

も看護師さんを確保するのが難しいって先ほどおっしゃいましたが、全部の施設に看護師さん

がいるようではないですもんね、そうすると、うちではたまたま運が良いんですけれども、一

日働く看護師さん１人と、それから、パートで来ている看護師の資格を持っている人がいるん

ですが、みなし保育士とされるのは１名ですもんね、なので資格を持っている、例えばのパー

ト半日の看護師さんであっても半日の保育士と見直していただくとか、少しその辺を考えてい

ただけると、来てくださって働いている方達にとっても、ますます保育にこう身を入れるって

いうんですかね、辞められるような事も無いと思いますし、そういった少し柔軟的に考えてい

ただければ助かるなと思っています。 

 



 11 

千田会長）そうですね、障がい持っている方とか、あるいは、０歳とかやっているとこなんか特

にも看護師さんって欲しいっていうのは実態ですよね。看護師さんで、夜勤が無い所だけメリ

ット、保育園・幼稚園のメリットなんだよね、それだけで。あとお分かりのとおり、看護師さ

んは保育士さんのワンポイントになりますからね、保育士さん同様の扱いできますから。です

から是非欲しいというのは、私よく分かりますよ。はいじゃＪ委員さん。 

 

Ｊ委員）はい、私の所は事業所内保育所で、本当に定員が 13 名の小さな所なんですけれども、

幸いに全員が保育士の資格持っています。そして１名が看護師でいるんですね、それで、先ほ

どありました、問題のある児童さんですね、13人中２名います。そこのところは何か、市の方

のセンターの方達と相談しながら行っていますけども、まだ２歳なので、はっきりとしたこれ

だというものはないので、次の保育園に行く時に、そちらの方に連携しながら、移る時はそち

らの方としていく事にしております。それからですね、あと一番、事業所内保育所で困ってい

る事なんですけれども、前回にもお伝えさせて頂きましたけども、従業員が利用したくても、

０歳児が、うちではちょっと３名しか利用できないものですから、部屋の面積が足りない、そ

れも畳一枚分欠けるくらいのその面積なんですね。もう少しあれば良かったなと思ったんです

けども、それだけで一人の職員が復帰できない状態なんですね、それで今、育児休暇を延ばし

て、延長して２歳になるまで、１歳児になるまで待っていただいているというとこなんですが、

それは本当にもったいない。 

 

千田会長）保護者も大変ですね。 

 

Ｊ委員）職員がどこでも欲しいところが、それを休ませちゃわなければならない現状ですね、そ

ういう事を少し、最初にここの一番目にありましたけど、切れ目のない子育て支援という所で、

もう少し緩やかな体制を取っていただければいいなと思いました。 

   それからちょっとこの話と違うんですけれども、先ほどの人口が増えれば何万円出るってい

う事がありましたけども、私、仕事をしながら民生委員もしているんですね。民生児童委員で

すから、お子さんのいる家庭に訪問させてもらっているんですけども、その時に、母子家庭の

方で、やはり日中見てもらう人がいないという事で、それで仕事、保険会社の方で仕事をして

いまして、全国にありますので、江刺にはなかなか昼間、日中、例えばそれ夏休みの長期休暇

の時でした。見てくれる人がいないので、もう来年になったら東京の方に越すつもりでいるっ

て言ってた。そういう事伝えられまして、やはりその方は、次の年度に親子で全部引っ越しさ

れたんですね、本当にこれ、どこが切れ目、やっぱり切れ目のないっていう事そういう困って

る人に絶対にこの土地に住んでもらいたいって思えば何かしていただきたい。こういう高齢者

でも、こういう母子家庭の方でも、本当にそこが困っているんですよね。大きな援助は誰でも

受けられても、本当その細部に渡って援助っていうのが本当に必要だと実感で感じるんですね、

いろんな事してると。そういう事で是非、もう少し緩和的な制度にしていただきたいと思いま

す。 

   それからですね、この人口の保育、教育・保育の量の見込みという所を見てますと、令和２

年と令和６年度でかなりの保育の量が減るんですね、その時に例えば今、一生懸命保育士確保

で、今は必要ですけども、このぐらいになると６年っていうと、あとたった４年なんですね、

その間にこの保育士、今度余ってくるような、まあ余るとは無いと思いますけども、少しずつ

10年経てば保育士が今度、少子化が進めば余ってくるという現象にならないか、それから施設

が、保育園やそういったものが今度減らしていかなきゃならないっていう現実がこう今見えて

きて、少しちょっとこう、うちは小さな保育所なので、一番危険に今感じている所なんですけ

ども、そういうところもやはり、利用する方と、その施設側の方の事も少し考え、ただ自然に

無くなってくというのも困りますし、そういう事もちょっと念頭に入れていてほしいなと今感

じています。終わります。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。切れ目のないっていうのは難しい事なんですよね、
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本当に。民生委員をやっているって言うから、俺も民生委員ですのでよろしくお願いします。

本当に私は一関の短大での保育やっているところ、聞いたら一人もいませんよって、全部東京

行きますよって。北上の専門学校にも連絡しましたら、ここも全部県内残りませんって言われ

ました。これが現実なんですよね。保育士っていうのは資格を取って毎年 5,000人余っている

んですよ、実際には。5,000 人余るっていう表現、ちょっと悪い表現ですが、他の仕事に就く

んです。希望を持ってその学校に入って資格を取ったんだけども、さあとなったら、初任給聞

いたら友達の、別な人達のよりも５万円下がるとかね、何とかって、とてもとてもって事で、

別なとこに就いちゃってる人が 5,000 人いるんですよ。それから、岩手にいるとこれだけだ、

東京行ったらこれだけだとなるといませんよね、だからこういう実態もあるもんだからね、市

も苦労してるけれども、現実各保育所・幼稚園さんは苦労して探してるんですよ。これが実態

なんです。今あの、広報の方々もいらっしゃるから、これが実態なんだって事もひとつ分かっ

てもらいたい。 

   それから先ほどの、保護者の方からご意見があった、小学生・幼稚園・保育園となっている

と場所も離れてる、この子たち一緒にとなるとやっぱり難しい。中には幼稚園、保育園・幼稚

園、片方は幼稚園にいる、片方は保育園にいると、兄弟でね。こういう所も聞いてみると迎え

に行くお父さんお母さん大変な事なんだろうなと思ったりね。やっぱそういう問題がいろいろ

あります。が、今日はここで私予定の時間計算してるんですよ、これでも。一応、これ素案で

すので、これを皆さんで認めていただければ、あとは最後のページにあったように検証しなが

ら、付け足していくもの、見直すものっていうのが中間に出てきますので、この事を頭に入れ

て、子育て会議としてはこの内容で一応終了させてください。 

 

千田会長）本案のとおりこれを採決して良いかどうかを皆さんに問います。この案で採決をして

宜しいという方は手を挙げてください。 

 

  （挙手あり） 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。奥州市子ども・子育て会議条例第６条第３項の規定

により、過半数の賛成のため、本案のとおり承認することを決します。 

 

事務局）ありがとうございました。 

 

千田会長）次に、その他に入ります。これは今まで随分話しましたのであまりもう無いかと思う

んだけども、その他もしあれば、これはこのあれとは別ですから、はい、Ｂ委員さん。 

 

Ｂ委員）はい、この素案という事で承認させていただきましたけれども、今までの皆さんのお話

をちょっと聞いていて、やはり保護者の方も言っていましたけれども、急に預けたいとか、そ

れから、すごく私も仕事をしていて、一時保育とか、一時的な預かりっていうのが、すごくこ

う需要があるなっていうのが、ところを感じますし、小学生で言えば、私はもしかすると、児

童クラブはある年齢まで、それ以降は、その居場所的な、子ども教室的な、そういったものを

やっていけば、児童クラブこれ以上増やしていくっていう必要もないのかなあとか思ったりし

ています。だからその居場所、預かる、そういったところをこうちょっと中心に考えていって

もらうっていうところも、もしかするとこれからの時代は必要なのかなと思いました。今日の

お話を聞いて、それから、今までのちょっと業務の中でも思っていたんですけれども、そうい

うところちょっと頭に入れていただければなと思いました。以上です。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。最後にもう一人指名します。Ｋ委員さん。最後に一

言何か、感じた事でも結構ですから。 

 

Ｋ委員）何でも宜しいですか？ 



 13 

 

千田会長）はい。 

 

Ｋ委員）えっと実はちょっと孫が保育所に行っておりまして、今年９連休があったんですけど、

普通は、会社は１月６日から始まっているんですけど、１月７日までお休みという保育所なん

ですが、やはり皆さんの保育所もそういう感じで一体になっているのかどうか、ちょっとお聞

きしたいなと思います。 

 

千田会長）はい、Ｋ委員さんのお孫さんが行っている所は１月７日からスタートしたそうですが、

他はどうなのかな？どうなんでしょうか、Ｆ委員さん。 

 

Ｆ委員）６日から。 

 

Ｋ委員）そうですよね。 

 

Ａ委員）４日からやっています。 

 

Ｋ委員）ですね。 

 

千田会長）４日からね、だいたいそんな感じですか？はい。 

 

Ｊ委員）うちは事業所なので、やっていました。日曜日以外は。 

 

千田会長）なるほど。はい、という質問したのは何か理由があるんですね？ 

 

Ｋ委員）ええ、通常は６日から一般的には、会社的にはそうじゃないかなとは思うんですけども、

やはりちょっと、７日までですから８日から始まっていますので、そういう事って最近あんま

り事業所としても、そういうのを聞いた事がなかったので、これからそういう時代にもなるの

かなとか思ったりもしているんですけど、はい、すいません。 

 

Ａ委員）考えもしなかったです。土曜日普通に保育やっているので、４日土曜日から普通に。 

 

Ｋ委員）そうですよね。 

 

Ａ委員）はい、っていう意識しかなかったです。休んで良かったんだって。 

 

千田会長）まあ、あの、利用する所を選ぶのに、やっぱどうしても近い所とこうなるんだけれど

も、やっぱりそれぞれ、土曜日もやっていますよという所もあるしね、いろいろなもんですか

ら、ただやっぱり送り迎えとかいろんな問題ありますからね、難しいところはあるんだけども、

いずれ大事な孫ですので、何とかして育てねば。幼稚園・保育園はまだあれですが、介護施設

なんかはね、あるいは、障がい者の入所型施設なんかは休み無いんですよね。だからこういう

ものはそれぞれでやっぱり介護する人、あるいは保育する人、それぞれも家庭がある訳だから、

やっぱりお正月の元日ぐらいはお母さんも一緒にいたいっていうのは、これは人情として当た

り前のことですからね、この辺も含めて、あの、いろいろな意見を、今日は私全部の方に意見

を出してもらいますようにしましたから、あれ違った？喋ってなかった？では、どうぞ。 

 

Ｌ委員）一般公募から来た者ですけども、話がですね、Ｈ委員さんがおっしゃったように、専門

的な話になると、ちょっとこっちからは意見はできないですけども、ただあの、出てみて、い

ろんな所で管轄があるんだなあっていう事とか、とても勉強になった事がありましたので、お
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母さんとか、こう集まった時に話を広めていったりとかしていきたいと思いますし、あとは周

りのところで、ちょっと不便に思っているなあとか、そういう事がありましたらば、この場で

お話をしていきたいと思います。以上です。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。私に課せられた分は、ここまでで終わりにしたいと

思います。 

議事の分はこれで終わります。ありがとうございました。 

 

（議事終了） 

４ その他 

 

朝倉課長）はい、ありがとうございました。それでは最後に次第の４番のその他に入ります。 

  最初に事務局から何かありましたらお願いします。 

 

 〔事務局から〕 

 

千葉室長）はい。その他の部分で、先ほどの協議に関係する分、私共の意思表明も含めてちょっ

と、発言させていただきたいと思いますが、先ほどＰＴＡのお二方から、やはりあの、もっと

市民のために分かりやすい会議、そういう部分が重要だよというご指摘いただきましたので、

今後様々な会議を捉えて、そういう事を意識して進めさせていただきたいと思います。特に、

Ｇ委員さんからご指摘あった、各種制度、例えば緊急の預かりであれば、保育所にはこういう

制度あるよ、義務教育だとこういう制度あるよ、様々あるんですが、所管が違ったり、総合的

なサービスがやっぱり足りないという事ご指摘いただきましたので、役所は部署ごと縦割りも

あるものですから、そういう事を乗り越えるようなサービス提供の仕方を検討させていただき

たい。貴重なご意見ありがとうございます。 

  また、Ｈ委員さんからも、いずれ、皆さん保護者の方が出てる、意義のある議論が大事だと

いう事で、貴重なご意見をいただきました。この子ども・子育て支援法というのが、まさに切

れ目のないサービスのために、この法律で言っている子どもの規定というのが、お母さんのお

腹の中にいるお子さん、妊産期から、高校を卒業するまでの 18 歳の３月まで、そのお子さん

を切れ目なくサービスするという制度ですので、まさに市役所にある部署が垣根を越えて、

様々支援するという目的ですので、そういう意味で、今日も担当部署は一部ですが、市全体の

部署が関わるという重要な施策ですので、それを肝に銘じながら進めて参りたいと。先ほど話

題になった放課後対策についても、児童クラブの所管は今日来ていますが、子ども教室の所管

は生涯学習スポーツ課で今日来てないとか、様々ありますので、いずれ市の総合政策として取

り組んで参りたいと思ってございます。 

   また最後に、今後少子化で民間と公立の施設の在り方、施設を今後逆に整理して少なくして、

もしかすると保育士さんも余ってくるかも、そういう事も我々見据えながら、施設の再編計画

っていうのを既に公表させていただいております。その中では公立が担う役割、民間さんが担

っていく役割、そしてその、財政的な経費を有効に使って行き届いてないサービスを、どう公

立が担うか、まさに特別支援・障がい者支援、そこの部分は公立が担う部分はかなり大きいと

思いますので、現在も独自政策で毎年７～８千万の障がい児対策をもって先生方の人件費が確

保できるような取り組みもその一連でございます。いずれそのような内容を、本日の意見も踏

まえて具体的に推進して参りたいという事を最後に付け加えまして、本日のお礼にしたいと思

います。ありがとうございました。 

 

朝倉課長）はい、それでは委員の皆様の方から何かご連絡とか、情報提供等ございましたらば、

お願い致します。 

 

 〔各委員から〕 
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千田会長）私から、この資料を配っていただけますか。今、配るのは「しがらみのない社会の反

省」という文です。これ私、実は 15 年くらい前に書いた文なんです、私達が子どもの頃と、

今の子どもの時代っていうのはえらい違いがある、その事を憂いて書いた文です。家へ帰って

読んでみていただければ、こんな社会だよな、何を反省しなきゃないのかって事が気が付くと

思います。 

 

朝倉課長）会長さんありがとうございました。時間の関係で触れる事はできませんが、後で皆さ

んお読みいただければと思います。ではＤ委員さん。 

 

Ｄ委員）すみません。あの、Ａ委員からも出たんですけども、奥州市で出産できない状態ってい

うのは、すごく大きい問題だと思うんです。だからこれ、全体で考えてかなきゃない問題であ

って、人口減の元にもなっていると思いますし、ここに住みたくない状況生み出しているんじ

ゃないのかなという根本的な問題も、やっぱり考えていかなきゃないんじゃないのかなと思い

ますので、宜しくお願いします。 

 

朝倉課長）はい、ありがとうございます。事務局から何かご返答ありますか。 

 

千葉室長）はい、只今のご意見そのとおりでございまして、昨年度、市政懇談会で、市長等が回

りましたテーマは人口でしたが、まさにその安心して子ども産めない地域人口増えない。まさ

に市の大きな柱の課題だと捉えておりますので、その中で今回、子育ての部門、私共の部署、

そして今日保健師長さんも来ていますが、その妊産期からの支援、まさに大きな課題を担って

いる部分で先ほどの繰り返しになりますが、市全体の総合力を使って取り組まなきゃない政策

でありますので、市の総合計画に基づいて、本気してやっていくという、職員もそういうつも

りでおりますので、市民皆様のご協力もいただきながら市長と共に頑張っていきたいという考

えでございます。 

 

朝倉課長）では、Ｅ委員さん。 

 

Ｅ委員）すいませんちょっと、意見なんですけど、ここで出た意見が本当に、何だろ、反映され

ているかっていうのがちょっと、疑問だったので、検討します、これから頑張りますって言っ

ている事、次回の会議の時に、ここまで進んでいますっていう進捗状況とかをちょっと、言っ

ていただけると、何か私達も「あっ、私達の意見がちゃんと反映されているんだな」っていう

のがちょっと分かると思うので実感として、何かこの場で設けられて、何か形として会議をや

っているのかなってちょっと、思ってしまったので、私達も意見を出すのが皆のためになって

いるんだというふうな、役立っている感じが分かりたいので、何か、お忙しいとは思うんです

けど、そういうのもちょっと、考慮していただけると嬉しいです。 

 

朝倉課長）はい、ありがとうございます。はい、千葉室長。 

 

千葉室長）はい、ただ今のご質問にお答えします。この会議はルールが決まっておりますので、

これは計画ですから、先ほど言いましたように、立派な計画作っても、実施しなかったら何の

意味もないという事で、毎年度、毎年度ごとに、この取り組みの進捗状況、結果をご報告し、

またご指摘をいただく。そして中間年に見直すというような繰り返しのルールでやっておりま

すので、その進捗報告の中で、やると言ってたものがやってないよ、それ何ですか？財政的な

課題ですか？人的な課題ですか？それとも、その事業そのものが実はもう目的が無くなってい

るんですか、というような検証をして、毎年毎年良いものに、実行を良いものにしていくとい

う仕組みが組み込まさっておりますので、そういう中でご指摘、厳しい意見があれば、どんど

ん言っていただいて、実効性のあるものにしていくというのがこの計画の目標ですので、計画
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はスタートであるという事で、取り組んでいきますので、宜しくお願いいたします。 

 

朝倉課長）ありがとうございました。その他ございますでしょうか。 

   それでは本日は、長時間に渡り、たくさんの貴重なご意見をいただきまして、ありがとうご

ざいました。何か今後もございましたらまた事務局の方にご連絡いただければと思います。  

   それでは以上をもちまして、本日の会議の一切を終了いたします。ありがとうございました。 

 

５ 閉会 


