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令和元年度第３回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
開催日時   令和２年３月 16日（月） 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  12名（欠席６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）それではこれから私が進めてまいります。先ほどお話があったように今日は 11 時 30

分を目途に進めてまいりますので、せっかくこの席に座っていますから、皆さんひと声でも声

を出して参加していただきたいと思います。 

実は去る金曜日、新聞を見ていましたら、昨年度の虐待の数が整理されていました。驚いて

しまって３回くらい読み返したのですけれども、なんと虐待の児童相談所に通告があったとい

うだけで 98,222人です。ということは前年度に比べて 22.4パーセント増えているのです。で

すから虐待が今、このように前年比でみてどんどん増えている。それから警察が出動して摘発

したというのは 1,991 人です。ということは 42.8 パーセント増えたということです。どうな

っているのでしょうかこの国は。大変なことです。それから亡くなった子どもさんは 54 人で

した。よく新聞やテレビに出てくる千葉県野田市の（当時）小学校４年生の児童、その児童を

含めて亡くなった方は 54 人もいらっしゃったということですので、本当に大変な時代だなと

いうふうに思います。 

私たちがつくっているこの計画というのは、いわいる実のあるものにして、こういう事件の

無いような奥州市を作っていかなければなりませんので、ご協力をお願いいたします。 

 改めまして挨拶ということになりますが、昨年の 11 月から皆さんと一緒に協議をし、そし

てご意見をいただきながら進めてまいりました、「第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画」

についてですが、先ほど教育長からの挨拶にもありましたとおり、最終案が本日の議題となり

ます。この第２期計画の策定に向けて、そして第２期計画がより良いかたちでスタートできる

ように、本日も委員の皆さんのご協力をぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、ここから私が進めますので、最初の議題です。 

 

(1) 家庭的保育事業等の認可について、これを事務局から説明をお願いします。 

 

  〔事務局 説明〕 

   資料に沿って説明。 

 

  〔質疑〕 

千田会長）はい、説明が終わりました。ただいまの説明について、委員の皆様からご意見ござい

ますか。よろしいでしょうか、場所はだいたい分かりますね。市役所の通りの元コンビニがあ

った所。スペース的にも十分間に合っていますので、特に問題なさそうですが、よろしいでし
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ょうか。 

 

 Ａ委員）事業所内保育園をもっています。うちも初めは認可外から認可保育所にしていただいた

のですが、その時に指導されまして、０歳児がほふく室と、平面図を見ますと１・２歳児の区

切りがないです。そして１歳児がほふく室で、たしか２歳児が保育室と分けて、カーテンなど

でもいいので分けてくださいと言われましたので、仕切りが無いのが気になりました。 

   それからもうひとつ、説明の中で、調理員が１人となっていますが、もし調理の方がお休み

で出られないとき、やはり１人だと不安があると思うのですが、その人数はこれで問題ないと

言われましたけれど、もし何かあったとき、食事などはどうするのかと思いましたので、お聞

きしたいと思います。 

 

 事務局 佐藤上席主任）それでは、０歳児と１・２歳児室の部屋についてですが、平面図上、０

歳児と１・２歳児の間に線が入っています。そちらにつきましては、仕切りを設置しまして、

行き来できないようなかたちで設定されているものを現地確認で確認させていただきました。 

 

 Ａ委員）１・２歳児も分けるようにと指導されたのですが、ここでは何も無いので、後で言われ

るのではないかと思いまして。１歳児が、ほふく室と保育室に分けるようにと言われたのです

が。 

   

 事務局 佐藤上席主任）市の運用におきましては、施設の構造上、独立した部屋を設けられない

場合につきましては、同一の部屋の兼用を可とする。ただし、それぞれの部屋に相当する部分、

相互に利用の混在が生じないように、余裕をもった面積の確保に努めることという運用となっ

ております。 

   調理員につきましては、基準上は、１名の確保が必要とされておりますので、今現在１名の

調理員が確保されていて、今現在職員の募集に当たっているという状況になります。以上です。 

 

Ａ委員）ありがとうございます。 

 

千田会長）よろしいですか。はい、それでは、子ども・子育て会議、我々としては意見無しとし

て承認しても宜しいですか。いかがでしょうか。はい、Ｂ委員さん。 

 

Ｂ委員）先ほどの１・２歳児の区切りですけれども、４年に１回私たちも、県のほうから指導監

査が入って、そこの部分はかなり厳しく言われています。人数設定とか、１歳児を置く部屋、

２歳児を置く部屋ということで、かなり厳しく監査をされていますけれども、それはそのまま

でいいのかなと。私たちはそういう施設になっているのですけど。 

 

千田会長）貴重な意見をいただきました。これから認可をしてやっていくときに、パーテーショ

ンを付けるとか、いろんな方法ができるわけですから、ただ今の意見を入れて承認をするとい

うことでよろしくお願いいたします。よろしいですか。今の意見を入れますので。よろしいで

しょうか。はい、それでは、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

の賛成により本案については、先ほど出された意見、これを付けて承認することといたします。 

 

 結果：次の意見を付けて承認 

意見：１・２歳児室における保育については、区切りが基準を満たしたものとなるよう設置者

に留意を求めること。 

 

   はい、では次に進みます。 

 

（2）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の量（施設の定数）に対する意見を求めること
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について、これを事務局から説明していただきます。 

 

〔事務局 説明〕 

   資料に沿って説明。 

 

千田会長）はい、説明が終わりました。水沢・江刺地域で増えているようです。それでは、皆様

からのご意見をいただきます。はいＣ委員さん。 

 

Ｃ委員）水沢地域の方で小規模事業が２か所と認定こども園が１か所と家庭的保育事業１か所と

いうことで、おそらくこの中の１か所が小規模保育事業というのは先ほど承認したものという

ことで良いですね。プラスして令和２年度以降新設ということで、同じ小規模保育事業とか家

庭的保育事業とか、認定こども園のその内容というのは出てこないのですか。なぜ１個だけま

ず出てきているのかというのを聞きたい。また、上姉体幼稚園で定数がマイナス 75 人という

のは定員ベースの話で実際入っている人数でいうと、かなりの定員増というかというかたちに、

その水沢の中はなってしまっているように思えるのですけれども、小規模保育事業の方で、待

機児童を何とか数年間、出るのを何とかしたいというのは分かるのですが、０～５歳のフルス

ペックの認定こども園が本当に必要なのか。もうどの施設もおそらく今年度から来年度以降定

員割れに既存施設がなっていく中で、１号は特に 1,000人くらい定員が余っている中で、この

０～５の認定こども園 75 名を入れてしまうと、本当にもう既存の施設がずっと定員割れで更

にということになって、需要と供給のバランスが狂うというか大変なことになるのではないか

なという懸念があるのですが、その辺りにつきましても見通しを含めて教えていただければあ

りがたいです。 

 

千葉室長）室長の千葉でございます。私からは民間経営のみなさんも含めて心配ご懸念の部分も

含めて見通しについてお答えさせていただきたいと思います。 

  まず水沢地域におきましては、奥州市の５地域の中で、一番待機児童数が多いということで、

まず喫緊、現状では定員を拡大しなければならないという状況にあります。ただし、５年・10

年・20年を見据えた場合には、少子化の影響も考えながら施設整備をしなければならないとい

う点で抑えております。具体的に申し上げますと、先ほど認可申請の段階にきている部分で、

先ほどご承認いただいた案件につきましては、具体的な事業名を出させていただいております。

その他の施設につきましては、これから認可に向けて県との協議段階ということでありますの

で、その段階では具体的な事業法人名とか事業内容をお示ししたいと思っております。市の方

としましては、施設整備をする場合は、市も一定の整備補助金を出すので、その予算について

は先般の新年度予算が議会で可決されましたので、それをもって裏付けもあるということで今

回この提案をひとつさせていただいたというところでございます。 

  定員割れになるという心配はそのとおりですので、公立の施設再編計画すでにお示ししてご

ざいますが、公立分については、まず幼稚園、１号認定については、今後の再編ですべて認定

こども園に直していくということで、１号の定数は大幅に減する、という考え方で進めており

ます。更に水沢地域に保育所がございますが、耐用年数が過ぎて老朽化の施設がございます。

それらにつきましては、安全性の観点から、いわゆる廃止といいますか、建替え計画もなかな

か難しいので、その施設も将来的には老朽化を理由に閉めていかなければならないという建物

もございます。そういうことも含めると、民間の施設整備をこれくらいしても公立が閉める縮

小する要因もあることから、現時点ではこれくらいの 31 増の定数を確保しておかないと水沢

地域の待機児童はゼロが見えてこないということで、我々としては、ここの民間整備について

はご協力いただきたいということで、ご提案をさせていただいているところでございます。公

立の保育所の閉園時期とか定数整理がどの時期に出すのかというところもかなり関心がある

ところではないかと思いますが、それは令和２年度中に全体の待機児童の数を見て、早い時期

に長期展望といいますか、それを出したいというふうに考えております。それを出さないと民

間の方々の経営計画がたぶん成り立たないだろうと思いますので、その公立の定数見通しを早
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めにお示しをしたいということで、今、作業をしているところでございます。以上でございま

す。 

 

千田会長）はい、説明が終わりました。よろしいですか。Ｃ委員がおっしゃたこと、よく分かり

ます。私立の、つまり民間の保育所の運営に支障がくると大変なことになりますので、その辺

が今説明されましたけれども、まず基本的に民間をバックアップするといのはベストですから、

そこから更に超える分で奥州市立の方で調整していきますから、これは当然のことですので、

今のご心配よく分かります。なにかもう一言どうぞ。 

 

Ｃ委員）待機児童について、０・１・２歳もほぼもう解消に近いかたちが来年度あたりは見えて

きているような話を聞いているのですけれども、そうではないのかというのがひとつと、公立

施設の方の再編をされるというのは分かるのですが、水沢でそこまで公立施設の保育所は多か

ったですか。水沢は結構私立の保育園の方が多かったイメージがあるので、公立施設を閉める

からこども園ができてもというのが、そこまでそうなのかな。各園の定員ベースで見ていった

時に、既存施設だけで十分足りるくらいのところが見えているのではないかなと、市の方で認

可して建てると、施設の建設費だけでなくて、毎年毎年、結局運営費、国からくるものですけ

れども、そちらの方も毎年払っていかなければ当然ならないと思うので、市の方で、よその地

域だともう市が認可を出さない、フルサイズの施設は。せめて小規模の方で、しばらく何とか

待機児を解消しながら、先を見るともう０歳児の建物なんて建てられないというのが、岩手県

内の他の市町村の話だと思っているので、本当にこれで建てて、計画どおりやってしまって大

丈夫なのか、市の財政もですし、既存施設も大丈夫なのかなというところが懸念ですけれども、

いかがでしょうか。 

 

千葉室長）はい、その部分は我々も同じ考え方なので、民間さんの経営なりに影響を与えないよ

うにということは十分検討して、実は幼稚園、現時点で水沢であれば、羽田幼稚園と佐倉河幼

稚園、それらにつきましては、整理統合しても待機児童ですとか定数にほとんど影響ない、１

号ですので、そういう部分は逆に言えば適正規模が確保できていませんので幼小連携の観点か

らも早く整理をしたいということで、今進めております。もうひとつ大きいのは公立でも保育

所として、先ほど言いました、建物が古くなって安全確保できなくて、公立の分の保育所定数

を縮小といいますか、当然建物が使えないとなれば、その分の定数がなくなりますので、そこ

の部分が心配な施設がありますので、そこを閉めるには、前もって民間の０・１・２歳児の定

数を確保しておかないと、その古い建物をずっと使うという部分は安全面の観点から課題があ

るということで、そこの調整分を入れて考えると、今時点では過剰、超過していないという判

断をさせていただきましたので、幼稚園だけではなくて、公立の保育所も見直しをかけなけれ

ばいけない施設があるという前提でこの資料を作成してございます。以上でございます。 

 

Ｃ委員）水沢での公立の保育所、建替え予定の施設は、具体的にどことどこのことですか。 

 

千葉室長）懸念されているという表現で、水沢のみなみ保育園はかなり老朽化してございますの

で、あそこは間もなく安全の観点から整理しなければならない。整理するという部分も次建て

るというよりも、水沢地域全体で十分受け入れ定数が確保できれば安全面から廃止をしなけれ

ばならないという要素がございます。具体的にはその園でございます。いずみ保育園は建物が

新しいので、まだまだもつと思いますが、みなみ保育園は安全性の観点から、やはりそう長く

は使用できないというふうに判断しております。 

 

Ｃ委員）１園閉めるために、認定こども園 75人が必要だということですか。 

 

千葉室長）75人の確保、それは４月１日時点で本年度待機がゼロにはならない状況ですし、例年

だいたいピークが１月～２月で、ここの資料で 28 人となっていますが、多い時は 30 人 40 人
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まだ水沢は待機がありますので、その辺の数を見て、今時点でこの 75 人の新設をストップす

るという状況にもないかなということと、今時点で国の支援もあるうちに民間さんの整備をお

願いし、それに連動しながら公立を整理していくという部分を、整備する方を先にやっておか

ないと、廃止してから新しい整備するというと、またその間に待機が増えてしまうということ

もあるというふうに我々は判断させていただきましたので、やはり先行整備して、余計になっ

た分は後から調整するというふうにしないと。水沢はやっぱり待機が、思った以上に年度途中

で増えるという地域でございますので、我々は今回、そういう判断をさせていただきました。 

  あとは近隣の北上の例も出ましたが、逆に小規模施設はストップをかけているようでありま

す。北上とかそちらでも。といいますのは、小規模、家庭的だけ増えると幼小連携に適正規模

がなかなか確保できないという課題も、待機児童は解消されるけれども、本来の集団教育の部

分でいえば、あまりにも家庭的とか小規模だけが増えるというのも好ましくないということで、

いわいる認可型の施設のバランスを取りながらフルスペックの認定こども園、保育所とバラン

スを取りながら小規模は調整していく必要があるということも本市におきましても認識して

いるところでございます。 

 

千田会長）はい、説明が終わりました。はいＢ委員。 

 

Ｂ委員）待機児童が一番多いのは０・１・２歳です。その辺で３・４・５歳は、ほとんど１号と

しても２号としても入って来ない状況で、認定こども園として０～５までという新設になると、

やっぱり先ほどＣ委員がおっしゃったとおり、各園とも経営難に陥る。 

 

千葉室長）その辺の、民間が経営難に陥らないように配慮しながら先行整備して、ですから繰り

返しになりますが、全国的にだと思いますが、そこの民間の経営を調整弁とすれば公立が担う

のだという部分で、公立の部分の定数で民間経営がしっかりとできるように調整するという部

分の基本はもって進めたいという考え方はしております。ですから今後０・１・２歳だけを入

れたいという小規模、家庭的が今後増えてくれば、これは新規の受付等については、なかなか

難しくなってくるのではないかなというふうに我々も思っているところでございます。ただ現

状においてはやはり 10 人以上を超える待機があるという部分は国でも特例地域に指定されて

いますから、そういう意味でいえば、この水沢地域の待機を一日も早く解消するには、今回民

間さんが要望出されました施設整備には応えるべき方向ではないかと一定の判断をさせてい

ただいたというところでございます。 

 

千田会長）はい、説明が終わりました。Ｃ委員。 

 

Ｃ委員）見えている景色が全然違うと思うのですけれども、今事業者からみると、もう既存施設

も閉めていかなければならない。既存施設であっても、これから経営減にどんどんなっていっ

て、いずれ閉めなければならないか、半分くらいの施設は人口推移をみていくと、閉めなけれ

ばならないだろうという予想がつくのです。人口推移をみていると。そこがみえているのに、

なんで新しい施設がほしいのか、その０・１・２歳の待機がいるのは分かります。小規模や家

庭的でそこをみるというのも分かりますし、奥州市ではまだ、よその地域みたいに小規模、家

庭的がいっぱいできてしまっていて、これ以上やるとバランスが崩れるというレベルではない

というのも分かるのですが、小規模とか家庭的を建てるのについてまで全部懸念しているとい

うわけではないけれど、その認定こども園 75 名をフルで０～５歳でとなると明らかにＢ委員

が言ったとおり３・４・５歳児については、すでにもう定員割れしている中で、なぜそこまで

必要なのかという辺りには、とても懸念があるということは言わせていただきたいし、議事録

にも残していただかないと。こちらも委員として入っていてしかも保育団体からの委員ですの

で、あとで、なぜこういう整備の提案があった時に、何も言わずに懸念もせず、見通しがたっ

ているのに、ＯＫしてしまったということはできないので、とても懸念はあるというふうにき

っちり言わせていただければと思います。 
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千葉室長）はい、ありがとうございます。まさに今のご意見は民間経営、現場を分かっている方

の意見ということで、非常に重要なご意見ですので、この議事録にも残りますし、公表される

内容ですから、そのとおり重要な意見として受け取ってございます。 

  先ほど、最終的には公共施設の方が定数調整の調整弁になると先ほど私話しましたが水沢の

公立でいえば、もうひとついずみ保育園というのがありますので、そういう部分で、どんどん

定数割れになった場合は、老朽化のみなみ保育園だけではなくて、建物が新しくてもいずみ保

育園の方についても、そういう部分の定員の措置をするという考え方が出てくると思います。

といいますのは、再編計画の中でも少し触れていますが、今後公立がやっていかなければなら

ない部分は、いわいる、その特別な支援のお子さんとか、医療的な部分とか、なかなか民間さ

んの方で、いろんな人材とか機器とか、そういうのを整備してできない部分は、今課題となっ

ております。ですから、これは私の私案ということで、お聞きしていただきたいのですが、例

えば通常の一般保育事業はすべて民間にお願いして、みなみ保育園、いずみ保育園その他公立

は定数がなくなった、その場合でも、新しいいずみ保育園の施設を使って、今言った特別支援

の特化とか、医療的ケアとか、そういう行政がまず先行してやらなければならない部分に活用

するとか、そういう部分での全体調整をして、いわいる各民間経営の施設が定員割れで赤字経

営とかにならないような、公立の方がそういう部分は譲って特化した部分に切り替えていく、

そういう部分を見据えて、こういう施設整備をしていく必要があるのだろうなというふうに思

ってございますので、先ほどのみなみ保育園に限らず、公立施設全体で、あとは地域を超えて、

水沢地域については、近隣は水沢から江刺に行ったり、胆沢から水沢に行ったり、学区制があ

りませんから、そういう全体調整の中で水沢地域だけではなく、奥州市全体の中の公立施設の

定数調整というのも出てくるだろうと思います。近隣でいえば、江刺にある田原保育所なども

水沢から入っておりますから、そういう全体の中で、民間の経営が難しくならないような配慮

調整を量としてはしていく必要があるというふうに認識をしているところでございます。 

 

千田会長）はいよろしいですか。我々は奥州市子ども・子育て会議ですので、民間だけ云々とか

公立だけ云々ではないですから、全体を見ていってバランスを取っていかなければいけないし、

今室長がおっしゃたように、まず民間をベースいっぱいにさせて、そして不足する分、あるい

は特別な支援が必要な方々を公立が担うとか、そういうことをこの私たちのこの会議の中で進

めていくわけですので、特にあまり、どこの保育園と名前を出されると、新聞社さんで、あそ

こも閉鎖すると載ると困るので。はい、よろしいですか。それでは打ち切ります。 

  採決をします。この案の賛成の意見の委員の皆さん挙手をお願いします。 

 

（挙手あり） 

 

千田会長）よろしいですか。ありがとうございました。それでは賛成多数ですので、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

とといたしました。 

 

千田会長） 

それでは、いよいよ最後です。 

 

（3）第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

〔事務局説明〕 

 資料に沿って説明。 

 パブリックコメントの内容について報告。内容はホームページでも公表する。 

 計画は、前回会議からの修正点を説明。計画の内容を変えない範囲の字句修正は一任いただく。 

 計画は、この会議の承認が得られた後、岩手県知事協議を行う。異議がない旨回答が得られた
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場合は、市長決裁を経て計画決定（策定）し、新年度から第２期計画がスタートする。 

 

千田会長）はい、説明が終わりました。私ども委員会の意見を出したものが、この中に飲み込ま

れていますので、だいたい皆さんご理解いただけると思います。それでは、ご意見ご質問ござ

いますか。宜しいでしょうか。Ｄ委員。 

 

Ｄ委員）たまたまパブリックコメントの資料を見ていて、どなたかありがたいご意見をしていて、

藤里小学校の 11 ページの部分、たぶんこれは、なにか記載ミスだと思うのですが、現１年生

３名、来年度１名ですけれども、来年度１年生２名なので、資料として残るものだと思うので

修正してもらえれば、私の子どもが入りまして藤里小学校２名になりますので、決して１名で

はありませんので一応修正していただければと思います。 

 

千田会長）ありがとうございます。貴重な意見でした。 

 

事務局）もう一度確認させてください。 

 

Ｄ委員）11ページの、４月から藤里小学校２名なのですが、どなたかがご意見していただいた部

分で１名となっているので、たまたまの記載ミスだと思いますので、資料で残るかと思います

ので、２名に修正をお願いします。 

 

事務局）はい、ありがとうございました。藤里小学校さんにつきまして、現在１年生３名、来年

度１年生１名とありますのは、来年度１年生２名の表記ということで訂正をさせていただきま

す。意見は基本に出されたものそのままということで登載させていただきますので、市の回答

の方で、その部分については補足させていただくということで、対応させていただきます。 

 

千田会長）Ｄ委員、よろしいですか。 

 

Ｄ委員）はい。 

 

千田会長）それでは他に、ご意見、ご質問ございますか。それでは採決をいたします。賛成の委

員の挙手をお願いいたします。 

 

（挙手あり） 

 

千田会長）はい全員ですね、ありがとうございました。賛成多数ですので、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に決し

ました。ありがとうございました。 

  

 

（4）その他 

 

千田会長）その他に移ります。事務局から説明ございますか。事務局では持ち合わせがないそう

ですので、はい、Ｃ委員。 

 

Ｃ委員）その他のところで、ひとつお願いがあるのですが、新型コロナの関係で小学校が一斉臨

時休校になってしまっていて、うちもこども園をやっているのですけれども、職員でも、やっ

ぱり小学生のお子さんをもっていて、本来であれば休みを取りたいけれど、なかなかシフトと

か配置の関係で取れない職員が、どうしても出てしまっています。可能であればですが、奥州

市から、保育園とか２号・３号のお子さんをお持ちのご家庭の方で、もし家庭でみれる日があ
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れば、家庭での保育に協力いただきたいというようなメッセージは出せないですか。２月の末

辺りの時には厚生労働省からも何とかみてなさいというような通知がきていたのですけれど

も、先週あたりに、厚生労働大臣が、やっぱり家でみれるときにはというようなメッセージを

出していたようにも思うので、学校の一斉休校は今週くらいで終わるのですが、その後もまた

年度末の保育が続いて、更に新年度がすぐ始まってしまうので、この小学校臨時休校の中で無

理をしていた職員のことを考えると、なかなか出てくるのが難しくなる可能性があるのかなと

思ったので、休むには先ほど言ったとおり、園児が来ている中では、なかなか休みも取りづら

いというのもあるので、他の市町村とかで、もちろん感染者が出ている地域とかでは登園自粛

とか、強いメッセージを出しているところもあるのですが、奥州市、岩手県ではまだ感染者が

出ていないということで、それほど強いメッセージは出しづらいのかもしれませんけれども、

もし可能であれば、家庭でみれる日、あるいは朝早くとか、夕方もし対応できるようであれば、

職場環境とかも少し休みとかになってみれるような日には、ぜひお家でも対応を考えてくださ

いというか、心がけてくださいというようなメッセージを出していただければ大変ありがたい

かなと思います。 

 

千田良和教育部長）新型コロナ対策本部委員をやっておりますので、なかなか、お気持ちは分か

るのですが、メッセージというのと要請と、そういうので非常に言葉づかいが難しいのです。

いずれ、国からとか県から要請とかがあれば、それを受けて市の方でいろいろ協議して要請を

更に出すということは可能ですけれども、決して前向きに答えられない辛さがあるのですが、

まず検討だけはさせていただきたいと思いますけれども、大変難しいのではないかなという感

じはいたします。申し訳ございませんが。ありがとうございます。 

 

Ｃ委員）よろしくお願いします。 

 

千田会長）テレビ等を観ていると、会社に子どもさんを連れて出勤しているなんていうのもあり

ましたけれども、Ｅ委員、何かお宅の方は。 

 

Ｅ委員）手前どもの従業員の中でも、結構、自宅に一人でおいているという従業員がいまして、

やはり会社でもどうにかしなければならないかなということで、ただ今対策を練っているとこ

ろであります。なかなか現状が厳しいです。 

 

千田会長）はい、今企業代表で喋ってもらいましたが、実際テレビを観ていると、そういう連れ

て行くところもあるし、Ｅ委員の会社さんみたいに工場を持っていると、子どもさん、どこか

で預かってもらわないと、やれないですよね。はい、他にご意見ございますか。よろしいでし

ょうか。では事務局の方でその他が無いようですので、私の役目はここで終わります。ありが

とうございました。 

 

（議事終了） 

 

 

朝倉啓二課長）はい、ありがとうございました。それでは最後に次第４番のその他に入ります。

最初に事務局からお願いします。 

 

４ その他 

 

事務局）はい、私の方から一点でございます。来年度の見通しでございます。委員の皆様の任期

についてでございますけれども、昨年お願いさせていただきまして、令和３年、来年の３月ま

での任期となっておりまして、今が折り返しの時期というかたちになっております。新年度に

おきましても、計画が始まりました後には、計画の進行管理というかたちで、計画の実施内容
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を報告させていただく必要がございますので、またお集まりいただくようなかたちになると思

います。もしかすると、中には、団体さんから推薦されている関係で委員さんが交代されるこ

ともあるかと思いますので、必要な時期に、会長と相談させていただきまして、ご案内をさせ

ていただいて、またお集まりいただくようなかたちになるかと思いますので、引き続きよろし

くお願いいたします。以上でございます。 

 

事務局・千葉室長）それでは、もう一点私の方から、お知らせでございます。すでに新聞等でも

ご承知かと思いますが、本日ご承認いただきましたこの計画を推進していく部署、子どもを支

援する組織が一体化になりまして、来年度４月１日から奥州市役所本庁舎の２階の方に新しい

部、健康こども部という部が新設されまして、その中で、この計画でそれぞれ担当になってい

ました、これまでの学校教育課、子ども・家庭課、健康増進課、これが同じ全部ひとつの部に

なりまして、ひとつのフロアで一緒に仕事をすることになりました。平成 27 年度からこの議

論を始めまして、市役所本庁舎の方に入るスペースがあるかどうか、どういう体制にするか、

５年間かかりましたけれども、ようやく来年度４月から子どものための組織が一本化なること

になりました。来年度以降は、この子ども・子育て会議の事務局も変わりますけれども、今ま

で以上に子ども政策が一本化、一体化してできるように、組織の中で進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

Ｂ委員）健康こども部ということで周知するのですけれども、今まで学校教育課さんが関わって

いた部分はそのまま関わっていく。 

 

千葉室長）はい、お答えいたします。施設関係については、子ども・子育て支援法という法律に

基づいて基本動いていますので、幼稚園、保育所、認定こども園、３つ一体として事業を進め

なければなりませんので、幼稚園も含めてその事業は新たにできる保育こども園課という課、

今でいう学校教育課の幼保支援係ですけれども、そこがまるまる、担当は変わらず引き継いで

やりますので、現場のみなさんには大きい影響がないものと考えておりますので、引き続き一

体として事業を行ってまいります。 

 

朝倉啓二課長）はい、よろしいでしょうか。 

 

Ｂ委員）はい、ありがとうございます。 

 

朝倉啓二課長）その他、今２つご説明ありましたが、何か確認等がございましたらお願いいたし

ます。それでは、それ以外のことについて委員の皆様の方で何かご意見、ご質問等があればお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

Ｃ委員）ひとつだけ、パブリックコメントの中で、一時預かり事業についての記載があったので

すが、特に奥州市では一時預かり事業をこうやっていこうとか、いうところとかは無いですか。

すみません戻してしまったのでいいです。 

 

事務局・千葉室長）後から個別にお問合せ願います。 

 

Ｃ委員）ありがとうございます。すみません。 

 

朝倉啓二課長）それではよろしいでしょうか。はい、では他にございますでしょうか。 

 それでは、本日は委員の皆様慎重にご審議をいただきましてありがとうございました。今後も

何かございましたら事務局にご連絡をいただければと思います。では以上をもちまして本日の

会議を終了いたします。ありがとうございました。 
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５ 閉会 

 

 （終了 11：10） 


