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令和２年度第１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７月 20日（月） 午前 10時～午前 11時 10分 

場  所   奥州市役所 ３階講堂 

  出 席 者   委 員  15名（欠席３名） 

         事務局  ８名 

          

 （委嘱状交付） 

 

（市民憲章唱和） 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 副会長選出 

 

  進行が委員の互選の方法を問い、事務局案の提案を求められた。 

事務局の提案により、副会長に加藤晋委員を決定。 

 

５ 議 事 

 

千田会長）それでは議事に入る前に、初めての方もいらっしゃいますので、子ども子育て会議につい

て事務局から説明をいたします。 

 

〔事務局 説明〕 

 

千田会長）それではですね、まず、最初の議題に入って参ります。 

 

(1) 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に

ついて、事務局から説明をさせます。 

 

  〔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。ご質問ご意見ございますか。A 委員。 

 

A 委員）説明いただきまして、ありがとうございます。質問したいことが、実際ありまして、待機児童

の 18 名というふうに書いているのですけれども、今年度うちの園とかも、待機児童どれぐらい、今、

何歳児どれくらいいるのか市の方に聞いても、何かはっきりしたことを教えてもらえない状況が続い

ていまして、実際に今これ見ると 18 っていうふうにきっちりでているところで、何歳児がどれくらい
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いるのか、あと、待機児童の定義って結構その地域によって違っているというのも聞いていたので、

奥州市の待機児童というのは、求職中が入るのか。どこの園に行きたいから他の園が空いていても行

かないとか、そういう方っていうのは待機に入っているのか、入ってないとか、その定義のあたりを

教えていただければというのが一つと。 

あと、認可の保育園さんで認定こども園の方に移って、1 号認定の枠をということで、その 1 号認

定は結構、もう枠が余りまくって、枠がかなり空いている状況で、中長期的に見ると 2 号 3 号につい

ては、やはりまだ上がってくるだろうとか人口推計からわかる状況なので、例えば、枠を増やさない

で今の利用定員の枠内で、その１号の枠をつくって対応はできないのかなっていう疑問が一つあるの

と、あと先ほどの説明でも、定員枠を作らないと、というのは、おそらくその 1 号の枠を新設しない

と 2 号 3 号の枠が減るから、その建物内で、という意味で言っているのか。その 1 号の定員を増やし

たところで 1 号しか入れないって、0 歳 1 歳 2 歳の待機児解消にはつながらない。どうかなって思い

ながら聞いていたのですけれども、そのあたりお聞きしたい。 

 

事務局 阿部補佐）それでは待機児童の関係でございますが、まず市の方に問い合わせしてもなかなか

数字がわからないということがある理由といいますか傾向としましては、タイミング等の報告を、県

を通じて国の方に届けているわけですが、その報告に対する公表というのが、基本的に半年遅れにな

りますし、例えば 4 月 1 日の待機児童というふうに公表できるのは、10 月 1 日、半年後になります。

ですから、厚労省がホームページで公表したものに、やはり公表になった数字という取り扱いをして

おります。ただしその通り、毎月待機児童の変動がありますので、あくまで速報値という言葉をおい

た上で、その月々の待機児童を報告している、という形になります。ですので、あくまでもこれは公

表になった数字というよりは、現時点の速報値ということでとらえていただければと思います。それ

で、その部分が少し伝わりづらくて数字が曖昧になっているように受け取られたかと思いますがそう

いう傾向になっております。 

あと、待機児童につきましては、先ほど報告によりまして、実際にそのまま待機せざるをえない方

の人数を報告しておりまして、そういった方につきましては、例えば、今現在は 18 名ということにな

りますし、その他に私的理由ということで、先ほどちょっとお話がありましたが、この園が空くまで

待つとかっていうような、個人的な理由等によって待っていただいている方も、その 18 名のほかに、

また相当数おります。ですので、潜在的な待機児童というふうにも言えるかと思いますが、そういっ

た形で、こちらとしては人数を判断しておりますので、私立施設さん等で、新しい整備計画等がある

場合につきましては、基本的には何か支援に回れるかということを考えて認可を進めているところで

ございます。 

 

千田会長）わかりましたか。理解できましたか。 

  

事務局 阿部補佐）1 号認定につきましては、その通り待機児童の解消というよりは、現在 1 号の人数

が減ってきているという状況がございますが、法人さんの方のご判断で、そういった枠を設けて進め

られると、ということで整理をしていただいた部分でしたので、こちらとしましては、その形で認め

るような方向で今進めているところでございます。 

 

A 委員）待機児童の方で、教えていただき、お答えいただきありがとうございます。 
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待機児童の方でお聞きしたかったのが、園の方に受け入れどれくらいできますかっていうのが、電

話で連絡が来た時に、大体これぐらいが受け入れますよって枠というか対応できるかは言うのですけ

れども、例えば 0 歳これぐらい待機でています、待っているからなんとかならないですか、何かでき

るだけ受け入れをというのか、それとも、施設の方から、わかれば教えてくださいといわれるのでは

ちょっと。施設側としても、こんだけ待機児童がいるから何とかなれば、やんなきゃなっていうとこ

ろがでたりもするので、そこが曖昧だと、施設の方から、じゃ何人受入れできますか、とだけ言われ

るのが、今年度、ちょっとそんな感じでとられていたので、なので待機児童これくらいいるから、保

育施設さん、受け入れをできる限り協力お願いしますっていう形で、周知というか調査かけた方がい

いのかなと。ちょっと思ったので。 

 

千田会長）はい、ありがとうございました。他にご質問ご意見ございますか。B 委員。 

 

B 委員）今回初めて出席させていただきます。よろしくお願いしたいと思います。 

市の方にはいつもお世話になっております。私は認定こども園を経営しておりますけれども、数字

の方、データを見ていてどっか違うなと思うのが結構あるのですよ。どういうふうな数字なのかとい

う部分ですけれども、例えば、具体的に言いますとうちの園の場合ですけれども、県の認可されてい

る定員は 92 名です。実際最初、4 年前ですけれども、開園した段階で、2 号の最初は 7 名とかそんな

感じで来ていまして、もう全部で 50 名ぐらいから始めましたということで、認可定員でなくて、利用

定員をずっと抑えまして、現在の 84 名で、ただ実員ですけど実員が 73 名ということで、かなりの開

きがあって、余裕があるわけです。ということで、市の方ではその数値を認可定員、それから利用定

員それから実員みたいなものをきちんと押さえた上で、このような定数の案件を出しているのかどう

か、その辺をちょっとしっかりお聞きしとかないと、この数字だけに惑わされて、さっぱり意見出せ

ないという状況なのですよ。で、実際私は県の方の理事もやっておりますけれども、今年 5 月に向け

て出されました認定こども園の数字ですけれども、県全体ですね、奥州市だけでも、これ、トントン

とやっていましても、20 名以上 30 名近く減っているのです。全体ですけどね。ですから、子どもの

実際の人数の動きみたいなものが、本当にこの定員に反映してきているのか、その辺もちょっと市の

方に確認したいなと正直思っておりました。一点としては認可定員、利用定員、それから実員この三

つがきっちり把握されていて、なおかつこの中に反映されているかどうか知りたい。それから、全体

的に減っているという状況をどう認識されているかっていうことをお聞きしたいと思います。以上で

す。 

 

事務局 阿部補佐）それでは、お答えしたいと思います。まず定員等の考え方でございますが、その通

り市の方としましては、把握して進めております。それで、例えばその建物の広さ内で何人受け入れ

られるという施設があるかと思います。その人数に対しまして、実際に保育士さん等確保して、何人

のお子さんを受け入れると、いうこともあるかと思います。また、実際にそういった面積あるいは保

育士の人数等によって人数は決まるものの、実際子どもが全体で全部埋まらないということも想定さ

れるかと思います。 

市としましてはその通り、施設の方に給付費等を支給しておりますので、その実際の人数、あるい

はその動きについては把握しておりますし、あと先ほど A 委員さんの話もありました、もうちょっと、

受け入れる方をお願いしますというようなことを、もっと今後密に連絡をとりながら、マッチングを
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進めるということも必要だというふうに感じております。今年度、今年度末といいますか、来年４月

に向けて、岩手県の方でも待機児童ゼロを目指して進めております。それにつきまして、県の方で何

かご支援等はできないかということで、奥州市の方にも案内が来ております。その中で、やはり先ほ

どから 18 名いる待機児童につきましても、もう少し状況を深く聞きながら、あるいは条件を施設さん

と相談をしながら、一人一人入所に向けて調整することで、もしかするとこの人数が近く解消できる

のではないかというふうなことも考えておりますので、今後も施設さんの方と情報連携を取りながら、

施設の空き状況等も参考にしながら、奥州市として進めていきたいというふうに考えております。 

 

B 委員）ありがとうございます。もう一つだけですが。現実にうちも園では、2 歳児の空きが 2 人ほど

おるのですけれども、本当に待機児童が 18 名と、この数字がどこから出てくるのかなというのがあり

まして、それから担当の方がやはり全体を見ながら、あちこちの園に連絡して大丈夫ですかっていう

のは、電話できたりするのです。先ほどもありましたけれども、うちはありますよということでやっ

ていますけれども、そういったものが反映されているのかどうかですね、いま 2 名もまだあまって利

用定員以下ですけれども、そういったものもあります。ですから、現実の流れの中で、計画がきちっ

と、反映されているのだろうっていうのがちょっと不思議な部分もありますので、担当の方 1 人が全

部わかっていて各園の状況をわかっていて聞いているのか、あるいは何人かの方が、その数字を見な

がら、こういうふうにしたらどうかっていうところを決めているのかですね、その辺も一対一でお電

話していますので、わかりにくい部分がある。ですから、何園にお願いしていますというならわかる

のですけども。名指しでこられますので、どうなのかなというふうに正直言って、不思議だなと思っ

ております。 

それから１号に関してですけれども、これは昨年度から無償化になりましたよね。2 号を含めてと

いうことで、かなり 1 号から 2 号へ中で動く人が、今年、去年の該当者より多いですよね。それと 1

号の枠 2 号の枠みたいなものが、何かあってないように思うのです。ましてや、今、在園している子

を、2 号の枠がないのでどこかへ行ってくださいとはいきませんので、それはもう当然、移動できる

余地があります。定員的には少ないのでですね、できますけれども、メリットのところ、それはつら

いのかなと思われますので、その辺の考え方もですね、市の方で少し考えていただきたいなというの

はありますね。 

 

事務局 阿部補佐）待機児童解消に向けて、市の方で、マッチングに動くべきというご意見というふう

に捉えました。その通り、流れを言いますと、保護者の方から、入園希望の園、例えば第 1 希望、第

2 希望、第 3 希望という形で、それぞれ園のお名前を書いていただいて、上から順番にこう当たって

いって、どこにも入れないとなりました場合に、今後もしそういった入所可能な施設がわかり、かつ

保護者の方がそこでいいという判断をされるのであれば、新たに第 4 希望というような形で、追加を

していただいて、そこでのマッチングを進めるという流れを置いております。ただし確かに担当者 1

人でやっているというところもありますので、なかなかきめ細かな対応ができていないというところ

は、ご指摘の通りかと思いますので、今後もう少しこう進めることで待機児童の解消が見えてきてい

る段階でございますので、そこは市の方で留意しながら進めたいと考えております。 

 

B 委員）ありがとうございました。 
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千田会長）他にご質問、ご意見ございますか。はい、じゃあ、C 委員。 

 

C 委員）待機児童が一応 0 歳から 2 歳ということですけど、3 歳以上の待機児童についてちょっとお伺

いしたいと思います。 

 

事務局 阿部補佐）待機児童全体で 18 名、そのうち 0 歳から 2 歳が 15 名ということで押さえておりま

すが、3 歳以上年齢刻みの資料をちょっとこちらに持ってきておりませんでしたので、申し訳ござい

ません。年齢ごとの内訳を今日はちょっと持ってきておりませんでした。 

 

C 委員）やはり 3 歳以上も待機児童がいらっしゃるっていうことですよね。なかなか職につけないとい

うことで、やはり、就業している証明がある部分については、意外とスムーズに入れるみたいなので

すけど、今これから仕事をしたい、探しますっていう方はなかなか、2、3 年、ずっと待機に回ってい

られる方がおりまして、私もこういう会議に出席させていただくということで、ご相談しておりまし

て、それでやはりこの 3 歳以上の待機児童についても、1 人の人の対応だけではなかなか前に進まな

いようなお話ですので、やはりそこはもうちょっと密にお願いしたいなと思います。 

 

事務局 阿部補佐）就業した方につきましては、その通りで職場等から就労証明書等がありますので、

そういった形では認定できますし、あと求職中、お仕事を探している方につきましても、対応はでき

ますので、その方々の状況を聞きながら、できるだけ条件にあるような施設を見つけて解消に向けた

いと思います。 

 

千田会長）他にご意見。A 委員。 

 

A 委員）何度もすみません。今の質問ですが、3 歳以上の待機児童って何かあれですか、本当にいらっ

しゃるのですか、というかよっぽどこの園とか保護者のそこっていう事情以外での待機児童が３名い

るっていう、資料見ると、いうことなのですか。1 号認定、2 号認定っていうか、仕事してなきゃ 1

号でどこか入ってないっていうのがなかなか、これだけ水沢で空きがどこもある状態で、1 号で入れ

ないっていうのがなかなか想像しづらいところなのですが。 

 

事務局 阿部補佐）すみません。ちょっとこの数字だけを拾ってきましたので、その内訳とかですね、

置かれている状況のような部分までを、すみません、調べてきておりませんで、大変申し訳ありませ

ん。例えば考えられるのは、3 歳以上で 3 名程度いるというふうにこちらで言っておりますので、何

かの事情等によって待機に回っているという状況があるかと思います。もう少し内容を確認してみた

いと思います。 

 

千田会長）他にも D 委員。ご意見を。 

 

D 委員）入所の確認の連絡をいただき、ありがとうございます。保育士が充足していれば、受け入れを

可能な限りしていきたいなというふうに常日頃思ってはいるのですけども、やっぱり、加配の職員っ

ていうのもおりまして、うちは常勤でちょっとつけることができないくらい職員のやりくりがちょっ
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と大変になっております。なので保育所側としては本当に保育士不足が問題になっておりまして、悩

ませているところなのですけども、ご協力を得ながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

千田会長）はいちょっと保護者の方にもきいてみたい。E 委員。待機児童の問題でもなんでも意見を。 

 

E 委員）私に子ども 3 人いまして一番上の男の子が、最初は自分の希望するところに入れなかったので、

他の地域に入所を一年間続けたことがありました。その後は地元の保育園に入れたので、そういう人

たちがいる、ほかにもいたのかなっていうのと、こういうふうに待機児童がいるっていうこと自体も、

私自身、自分の保育園のことしかわからなかったので実感できる機会があってよかったなというのと。

こういう、待機児童の人数の推移っていうのは、ちょっと私も勉強不足でわからないのですけど年々

増えているのですかね、傾向とか。知らなかったなというのがありました。 

 

阿部補佐）はい。それでは待機児童の推移の部分のご質問がありましたので、お答えしたいと思います。 

待機児童が減ってきているのかどうかという部分ですが、傾向としては少しずつ減ってきておりま

す。その背景には、少子化ということもあるかもしれませんし、今回のように定員を増やしたことに

よって、受け皿を拡大してきた結果というふうにもとらえております。 

またその受け皿を拡大するにあたって、先ほど D 委員さんの方からもありました、保育士の確保が

必要だというのも、そのとおり市としては捉えております。市の方では、その保育士確保に向けまし

て、この 2、3 年の新たな事業としまして、市内に就職していただいた保育士さんに今、一時金であっ

たり、あと奨学金で資格を取得された方が、今後、就職後に返済をしていく返済額の一部支援という

ような事業を設けて進めてきております。 

また、採用につきましても、市の方でも保育士が不足しているという状況がございますので、市の

職員の確保につきましても、条例等改正しながら任期付き職員ということで、3 年間職員として勤務

していただくという形での制度を昨年度設けております。 

また、今年度は市内にできるだけ保育士を早く確保したいということで、そういった先ほど説明し

ました支援策に関するチラシを、専門学校、短大等に、情報提供、お配りしながら、さらには職員採

用試験も例年より一ヶ月程度保育士だけを前倒ししてやるという対応を今年度するということで、

先々週、市のホームページの方にも載せているということで、できるだけ市外の方から市内に入って

きていただきたいということで、保育士確保につきましても力を入れて進めてきているところでござ

います。 

 

千田会長）そろそろまとめにいきたいと思っていますので、もう 1 人、F 委員さん。聞いていて新しい

委員ですから、紹介を含めてどうぞ。 

 

F 委員）はい。今年度 4 月から新規として開園しました認定こども園です。定員、3 号認定は 30 人です

けども、4 月当初は 29 人だったけども、やっぱり待機児童っていうことで入れて、今 30 名です。そ

れで先ほどお話した通り、今の 1 号 2 号は、1 号が今の状況は多い数になっています。うち方の園で

は。ただやはり、未満児の方で待機児童が出てくるのではないかなというふうに思っているのですけ

ども、その通り、保育士さんが、常勤の職員はいるのですけども、やっぱり 7 時半から 6 時半なので
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早番のところとか、夕方のところの 2 時間、3 時間のパートの職員がなかなか見つからないのですよ。

それで、職員でやりくりしているのですけども、本当に職員の健康状況とか、そういうのも本当に不

安で、やっぱりどこの園でも保育士不足だと思うのですけども、新規、職員体制がきちんと整ってい

ないなかでやりくりするっていうのは非常に困難な状況であります。 

 

千田会長）ありがとうございました。この子ども子育て会議の中で、いつも話題になるのは保育士さん

がみつからないということなのですね、いつもこれで苦労している。どこも募集だしても、なかなか

来ないですよね。苦労しているところです。今、すべての園の代表でしゃべってもらったような感じ

です。そろそろまとめていきましょう。 

今、事務局から説明をされて、ご質問に対して答えてもらいました。意見もいくつかいただきまし

た。意見のない場合と意見のある場合と二つに分けて整理をしますので、まず、最初にですね、子ど

も子育て会議に関して、意見なしとして承認してよろしいかどうかを問います。なしでいいというな

ら手を挙げてください。 

ないですね。 

意見がある場合、子ども子育て会議として出された意見を付して承認すると、了解するということ

でよろしいですか。意見が出たのを踏まえてということで、よろしいですね。 

はい。そうすると、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、先ほど出した意見を付して了承することで決しました。 

 

 結果：次の意見を付けて承認 

意見：市は待機児童解消に向けて施設と情報連携を密に行い、きめ細やかな対応を行うように

努めること。また、今後も保育士確保に努めること。 

 

 (2) その他（概要） 

 

千田会長）では、（2）でその他というのがありますが、何かありましたらお願いいたします。 

 

〔事務局から〕 

 水沢地域のスマイル保育園の認可について、５月頃に前委員へ書面協議を行った結果、全員から

小規模保育事業所の認可の承認をいただき、６月１日、認可したことについて報告。 

   

〔A 委員から〕 

 ・新型コロナウイルス対策について、緊急事態宣言時に子育て支援センターを含め市の施設を閉鎖

したが、それでよかったのか。今後はどういう対応になるのか。 

 ・一時預かり事業と放課後児童の居場所について、放課後児童クラブ以外にも、もう少し整備して

いったほうがいいのではないか。一時預かりは、需要があるので受入施設を増やすよう市の施策が

必要ではないか。 

・子育て世代包括支援センターができ、市長部局に一元化されたということもあるので、本会議で

も奥州市の子育て環境について協議するよう要望。 

 

佐藤部長）初めに新型コロナウイルス対策の部分について、子育て支援の部分を閉めればということで
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すが、当時の判断としては、やむを得なかったかなと思います。なぜかというと、感染させては大変

だという部分があったからです。第 2 波がきて状況はどうなるのか、それでよかったのかっていうと

ころですが、今は、あの当時とはまた体制が変わってきています。それぞれが、コロナ対策をするよ

うになった。3 密とか、窓口に衝立をおくとかそういった部分で対応していますので、今回、県内に

出たからすぐ全部の閉鎖というようなことにはならないというふうに私は感じております。当時の部

分でよかったのかという話になると、あの時はやはり、あれしかなかったということで、ご理解をい

ただきたいと思います。 

2 つ目の、放課後の居場所、放課後児童クラブの部分、一時預かり事業の部分につきましては、担

当の方から話をさせていただきますけれども、いずれ、今、健康こども部になりまして、子育て世代

包括支援センター、プチベベとかですね、あと数年後には、拠点の方も作りたいというふうに考えて

おりますので、いろいろな場面でご協議させていただきますけれども、いずれ、今の子ども子育て環

境のことを考えながら、市とすれば、そういった体制とか施策をやっていきたいというふうに考えて

おります。詳しい部分については、担当課長から説明させていただきます。 

 

昆野課長）ご存知のように、放課後児童クラブについては登録制ということでやっておりますし、その

他に、市内でも放課後子ども教室ということで、自由に参加できるというような放課後の居場所もあ

ります。これからは児童クラブ、放課後子ども教室の一体化みたいなものも図っていくというような

指導も出ていることから、今後そのような中で検討していければなというふうに思っております。 

 

会長）よろしいですか。これで議事を終わります。円滑な進行にご協力いただきまして、ありがとうご

ざいました。進行は事務局に戻します。 

（議事終了） 

 

６ その他 

 

〔事務局から〕 

 事務連絡のみ 

 

〔各委員から〕 

 なし 

 

７ 閉会 

 

佐藤部長）はい。慎重なご審議のほど大変ありがとうございました。 

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 （終了 11：10） 

 

 


