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令和２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 11月４日（水） 午前 10時～午前 11時 32分 

場  所   奥州市役所 ３階講堂 

  出 席 者   委 員  13名（欠席５名） 

         事務局  ８名 

          

  市民憲章唱和 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 議 事 

 

千田会長）それでは最初の議題に入ります。 

 

(1) 奥州市子ども・子育て支援事業計画、この検証について、これを事務局から説明願います。 

 

 〔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。 

この水沢病院のこぐま園は、今協議しているけど再開のめどっていうのは、どう。 

 

千葉課長）水沢病院の小児科医の配置については、すでに報道ございますように、再開いたしまして、

現在そちらの方の、まず診療安定を進めたいということで、病院の医療局の方と、そちらの小児科の

診療が安定した状況を見ながら、保育の再開については協議して参りたいということで、時期的なも

のについては、先生とも、ご相談しなければならないということで、今後、具体的な再開時期につい

て協議していくということで、事前の協議については進めているところでございます。 

 

千田課長）ありがとうございました。今そういうふうな流れの中で協議をしているそうですので、でき

るだけ早く再開していただきたいなというふうに思っています。 

他にご質問、ご意見ございますか。はい、それでは A 委員さん。 

 

A 委員）事前質問に回答いただいてありがとうございます。内容につきまして、納得しました。あと質

問ですけれども、5 ページにある、現状についての保育士不足により利用定員数の受け入れができな

い施設があること等により待機児童が、とあるのですが、保育士不足というところで、受け入れがで

きないというところを市でも、把握されているのであれば、その保育士不足についてどのように解消

していくのかっていうのが、今も実施しているものはあるとは思うのですけれども、さらに、何かさ

れるのかそれともこのままなのかについてお伺いしたいのが一つと。 
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次の 6 ページの利用者支援事業について、実績 1 とはなっているのですけれども、相談件数とかの

利用状況は何件ぐらいとか、もしあるのであれば設置しているからというのが実績ではないような気

がするので、どれぐらい利用されているのかっていうのが少しわかればと思いますし、あと、いつも

アンケートとかこのプランでやっていると、一時預りの事業のニーズがあったりとか、あと先ほど事

前質問でも出したのですけれども放課後児童クラブだったり、放課後子ども教室についての需要は多

いと思っているのですけれども、それらについては市の方で何かこう積極的にニーズ調査っていうか

アンケートで出ていたから、対応していくというのは特にないのかなというのがちょっと、こういう

ニーズはあります、でもニーズがありますで、終わっているような気がするので、市として積極的に

何か対応していくっていうのがないのか。何か予定があるのかについて、お聞かせいただければと思

います。よろしくお願いします。 

 

千葉課長）保育こども園課長の千葉でございます。 

1 点目の保育士対策について私の方から、現状を説明させていただきます。子どもの数については、

残念ながら奥州市も減少傾向でございますので、いわゆる子どもの数の基準に伴う職員配置について

は、公立私立とも十分確保されているというふうに分析してございます。一方、全国共通で、現代的

な課題といいますか、身体障害でありますとか、発達障害という特別支援のお子さんの入所がやはり

増えております。これ市の方の判定審査会においても、年々その審査で認定を受けるお子さんが増え

ていると。そういう部分を受入れる先生方の数が、毎年増えておりますから、その分の保育士不足が

影響しているので、そこが大きいのではないかという部分で、分析をしているところでございます。 

市としましては単独事業で、これまでも各施設さんに、保育士を特別支援の先生を取った場合の人

件費補助をさせていただいておりますが、これについては、今後の 5 ヵ年計画の中でも、継続してい

きたいということで、市の予算を確保して進めていきたいというふうに考えているところでございま

す。なお実はその事業費が非常に大きくなってございまして、他の市町村の状況も確認したところ、

やはり同じように隣の北上市でも特別支援やっておりますし、隣の一関市さんでは、すべての対応が

なかなか難しいということで、障害手帳とか療育手帳など、特に重い方に限定して、職員配置をして

いるというようなやり方で、予算からしますと、3 千 5～600 万で奥州市は今年度ベースで 1 億 1000

万、予算取ってかけておりますので、いずれ、非常にその人件費予算がかかる事業でありますが、す

べてのお子さんの、入所をできるだけ保障したいということで、予算確保しながらそういう特別支援

の先生の確保には力を入れて参りたいということで、現在考えているところでございます。 

 

阿部補佐）ご質問の 2 点目の利用者支援員の状況でございますが、利用者支援員その通り 1 人配置して

おります。それで相談件数の実績はちょっとここに資料を持ち合わせておりませんので後程お示しし

たいと思いますが、状況といたしましては、通常の入所、年度当初であったり年度途中であったりの

通常の入園申し込みにつきましては、各支所の相談窓口がありますのでそちらの方で相談していただ

いて入所するという流れはできているのですが、その中には、医療的ケアが必要だったりしてなかな

か通常の保育所等に入れない方等の相談が出てくることもあります。そういった場合にその利用者支

援員が相談に乗りまして、そういったお子さんの受け入れができる施設を一緒に探してあげたりとか

っていうことで、相談をするということで、常に相談があるものということよりは、そういった特殊

な事情の相談に対応しているということですので、件数としてはそれほど多くはないですが、そうい

った窓口も市としては必要ととらえておりまして、現在は江刺の方に配置しておりまして、状況によ
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っては例えば水沢に来てそういった相談を受けるという対応もやっておりますので、そういったなか

なか普通、通常の入園が難しい方の対応に当たっているというような事業になります。 

 

昆野課長）それでは、こども家庭課の昆野といいます。放課後児童クラブの関係と、あと教室の関係で

お話をしたいと思います。需要の関係につきましては先ほどもお話しましたように、家庭の事情等変

化がございまして、現在待機されている児童の数が、いらっしゃるということもこちらでも把握をし

ております。ただ、予算の関係もございますけれどもこちらとしてはまず、希望されるお子さんを入

れるような体制をとっていきたいとは考えておりますが、現在の、施設の中ではもう入りきらないよ

うな状況だと思いますので、これから、場所の確保等を検討しながらですね、あとは民間のところで、

どちらか、場所があればということも検討しながら、あとはまた、江刺の方では学校の統合っていう

ことが始まっておりますので、そちらの状況なども踏まえながら、確保できるように努めて参りたい

と思っております。 

 

千葉課長）すいません。幼稚園の分の預かりが、ニーズが下がっているけども、それに対して市の方で

何か対策とっているかということですか。 

 

A 委員）幼稚園の方というよりは一時預かり事業の一般型で、結構問い合わせもあったり、あと事業的

には何かこういうアンケートをやると、一時預かりがもっと充実したらっていうのが出ていると思う

のですけれども、それについて、市の方で何か積極的に、受け入れ事業者数をふやす方策を取ったり

っていうことはあるのかなと。調査してニーズあるのがわかっても、ニーズありますねで終わってい

ると環境的にはいつまでもそのままで、あとだんだん子どもが減ってくれば、ニーズもなくなって、

いうのになりかねないかなと思ったので、何かそのニーズに対応する。事業なりっていうか、市の方

で考えていらっしゃるのかを、ご質問。 

 

千葉課長）はい、ありがとうございます。現在は国で示されているこの 13 事業のメニューの中で、取り

組みをさせていただいているところですが、ニーズ調査は 5 年に 1 回の大規模な調査をしてこの計画

に反映させるという部分しかしてございませんので、今言ったように、各施設の現在の制度プラス、

こういうのがあったらなっていうニーズも多分声としてはあるのだろうと思いますので、今後、実際

やっている事業者さん等にも、アンケートといいますかご意見をちょうだいしながら、プラス、内容、

質の改善が必要な事項があれば、市としてもまず実態把握からさせていただきたいなと思ってござい

ますので、その際には各施設さんにご協力をいただいていただきたいなと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 

 

A 委員）すいません。一時預かり一般型が、地域 13 事業の中に入っているのですけれども、それのニー

ズ自体はあまりないっていうことで私の勘違いというか、ということで大丈夫ですかね。 

 

千葉課長）我々も今回検証したのですが、やはりそのニーズ調査の場合は、あれば使うかなということ

で記載してニーズ量が増えて実際増えていたのかなと。実際使ってみると、そういういつも使うとい

うことにはなってないので、そこのその実際使っている方々の意見の把握もこれから重要かなという

ふうに分析してございますので、そういった意味で、利用者とか実際受け入れしている園の方で、実
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際はこういう時に利用が多いですよとか。そういう部分、どちらかというと量というよりも、内容の

きめ細かさが今後必要になってくるのではないかと思っておりますので、その辺はまず分析から始め

させていただきたいなと思っております。 

 

千田会長）他にご質問ご意見ございますか。はい。B 委員さん。 

 

B 委員）はい。ちょっと質問というよりも意見になるかもしれませんが、前回もちょっと話しましたけ

ど昨年の 10 月から、幼児教育の無償化始まって、かなり社会っていうか、全体が変化しているってい

うことが一つあります。それと、子育て制度 5 年経って見直しが入って、今年からまた新しい方向に、

国の方ですね、動いておる状況ですが、今回この会議では第 1 期の方の検証の中があって、またガラ

ッとここで変わった世界に入ってくような雰囲気があるわけですよ。それでこの今後の見通しみたい

なものが、市の方でもそれなりに立ててらっしゃると思いますけれども。例えば今問題になっている

2 号の待機にしても、3 号の待機にしても、1 号は逆に余っているというか、少なくなっているという

部分と、この辺のバランスの取り方は、具体的にどうしていったらいいのかとかですね、当然公立の

幼稚園とかこないだもニュース出ていましたけど廃止の上で、或いは認定こども園化していくってい

う方向はよくわかるのですが、これらを今後、そうですね１号と 2 号の境みたいなものが、実際やり

づらい部分がたくさんあるのですよね。現場としては、例えば 1 号で入った子も 2 号に移るみたいな

のが、常にしょっちゅうあるということで、だんだんその次の年に、はい。2 号は何名にしたらいい

のかっていうのが、どんどんわかんなくなってくる状況が今ありますので、その辺の解決策を、これ

は考えていただきたいなと思っております。質問というよりも、意見ですが何かありましたらお願い

したいと。 

 

千葉課長）貴重なご意見ありがとうございます。まさに平成 27 年度以降新しい制度に動いて 5 年、特に

1 号 2 号という三つの区分で運営しているので、各施設運営の方また市の方でも、様々な給付費とか、

積算の中で、非常に事務が、煩雑だというのがその通りで、我々も将来的には、すべての就学前のお

子さんが同じ認定で要件もなくすべての方が、例えば無償化で入れば、おそらく非常に皆さんがすっ

きりわかることになろうかと思います。国の方でも最終的には、保育所も含めた無償化っていう部分、

一時期検討した経過があったようですので、まずはその辺の国の動向を見ながら、時期を見て要望が

あれば、状況も見ながら国や県にもそういう声は伝えていきたいなという部分で考えているというこ

とでお答えさせていただきたいと思います。 

また前段、1 号 2 号のバランスの問題、その通り市としては、平成 29 年度の施設再編計画の段階で、

やはり保護者のニーズ変化によって、ここの部分は早急に手をかけないと、現在 50 を超える施設運営、

公立民間でさせていただいておりますので、施設運営なさっている委員さんはご承知の通り、定員割

れ施設が出ますと、その運営費が割れてしまうと。そういう部分で、運営がそもそもできなくなって

しまうと、これが先ほど約 40 億ぐらいの事業費で市は動かしているって言いましたが、来年度また施

設増えますので、この運営費については、下がるのではなくて、どんどん投資して増やしてございま

すから、これが定員割れ施設が逆に増えてきますと、かかる費用多いけども、運営するための国から

くるお金が減って、このギャップが大きくなってくると、奥州市全体の運営にかなりの影響が出ると

いうことを分析してございます。ですので、その辺の 1 号 2 号 3 号のバランス、定員割れを起こさな

いような、適正な状況に持っていかなければならないという認識はしてございます。ただ、先般幼稚
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園の部分で、様々新聞等にも出たように、利用者の皆様の声を聴いたり、地域で様々施設を残して欲

しいという意見があるのはその通りでございますので、どのように、まずバランスを取っていくか。

あとは、これも新聞報道されましたが、現在、待機児童の数が、岩手県内で奥州市が一番多いという

状況になってしまいました。ここは無償化制度が始まっても、施設に入れなければ、その恩恵が受け

られない。ですからまず、現在の計画では、来年度待機児童をなくす。そのために今全力で取り組ん

でおります。後程その他でご報告しますが、水沢地域においても来年度は50人程度の3号の定数確保、

この審議会で量の確保すでに承認いただいている量でいけそうだということで、数字上は、来年水沢

の待機は解消できるのではないかという。希望を持ってございますが、いずれその無償化制度の恩恵

というか権利を使うためにも、まず施設に入るという環境を整備するという部分で、まず進めていき

たいと。そのほかに、1 号 2 号 3 号のその制度のわかりづらさ、例えばこのコロナ禍の中で仕事を失

業してしまったと、保育所に入る要件がなくなったと、そこで転園しなきゃないかっていうのはお子

さんにとって非常に不利でありますから、そういう意味で、同じ施設内で移れるためにはこの認定子

ども園化っていうのがやはり必要な部分もありますので、そういう認定子ども園、保育所等の特性の

中で、どのように、適正な施設配置整備をしていけばいいかということも併せて検討しながらですね。

いずれ奥州市の就学前施設が安定的に運営できるような環境をまず作ると、現在課題は把握しており

ますので、その課題を、できるだけ早く整理解決する方策といいますか、提案をしながらですね、心

配のないような施設運営ができるように努めて参りたいと今そのような考え方、市としては思ってい

るところでございます。 

 

B 委員）ありがとうございました。 

 

千田会長）はい。貴重な意見ありがとうございました。A 委員さん、どうぞ。 

 

A 委員）すいません今のお話で少しだけ、無償化の恩恵っていうのが 1 号 2 号の話ですよね。3 号は無

償化になってないので。だから今のお話だとこう、3 号から全部無償化になっているような印象で取

れたので、あと恩恵っていうよりは、保育の必要性があって施設がもちろん受け入れているので、無

償になるからどんどん預けるとかいうよりは、お仕事、家庭事情等があって必要、家庭でなかなか対

応できないから、園の方で保育をするっていうその必要量のあたり。とかが大事だと思いますので、

少しだけ気になった。 

 

千葉課長）補足ありがとうございます。私が言いたかったのは、国の議論の中でも、いわゆる 3 号、0

から 2 の部分の、今無償化は低所得者だけですけども、最終的には、就学前教育すべてを無償化にで

きないかっていう議論が、国でもあったと承知してございます。ただ、消費税と財源の関係で、3 号、

0 から 2 については、低所得者だけ無償にするよと。あとは自治体によっては、子どもが少ない自治

体においては自治体独自で、無償化にしているという状況もありますので、我々からすると、国の制

度として就学前すべて無償化になれば、様々な手続きや入所要件判定というのもなくなって、いわゆ

る、もう少し簡素になるのかなという期待していますが、それに伴うお金ですね、国の方でも財源が

十分あるわけではありませんから、すぐにはできないと思いますが、将来的にはそういう方向になれ

ば、今の 1 号とか 2 号 3 号というような制度管理じゃない方法も、将来的にはして欲しいなというこ

とで、市としても国にそうして欲しいなという希望を持っているというところでございます。 
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A 委員）はい。すいません。今のお話だと、0 歳から全員預かるのが理想だっていうことですか。0 歳児

から生まれて、2 ヶ月なりたったら全部施設に預けるというのが理想だっていうことですか。 

 

千葉課長）すいません。誤解を招いたら、子どもの権利条約にあるように、基本理念としては、この国

の制度設計の基本理念としては、まず保護者、父母、保護者が子どもを見るということで、すべて生

まれてすぐ施設教育に預けるということは、私どもも理想ではないと思ってございます。保護者の方

が、まずお子さんを見る。ただし、現代的課題の中で、共稼ぎですとか、女性の社会進出、そういう

環境の中で、どうしても保護者だけで子どもを育てられない場合に、いわゆる就学前施設とか、社会

全体の先ほど言ったいろんなサービスの中で、子どもを地域全体、社会全体で、育てていこうという

中で、どうしても預けなきゃないお子さんがいた場合は、今言ったように、1 号 2 号 3 号というのは

区分じゃなくて、一体的な制度にしたほうが理想ではないかなということで、決して早く子どもを預

けてということではありません。冒頭会長さんの挨拶にあったように、子どもを保護者が育てる。そ

ういうことの大事さをわかれば、虐待ですとか、核家族の中でも、子どもを大事に育て、その期間だ

けは仕事を休んでも子どもに時間かけようとか、そういう理想の部分がなくなっては、この子育ての

施設制度も崩壊すると思っていますので、親が育てる部分と施設教育と、バランスを取って小学校に

つなげると、その理念は市としてもしっかり持ってございますので、誤解あるような発言とすれば、

そういうことではないということで、発言させていただきます。 

 

千田会長）それではこの辺で、奥州市子ども・子育て支援事業計画の検証については、締めたいと思い

ます。なお私冒頭に話した一関児相のあれはね。423 件あったうち奥州は 118 件ですよ。423 件中、

奥州が 118 件あったのですね。その中で、私問題だなと思ったのは、今ここの中でできた③で出てき

た。全妊婦健康診査票を配る、配布交付していますといっても、児相の調査の中では、虐待を受けた

子どもの 25％強が未実施。受診受けてないのですよ。未受診なのですよ。こういうなんかもあるから

ね。交付した後はどうなっていたのかね。そういうのが、どこかで掴めないと。実際の形が掴めてこ

ないので、この辺もこれから検討している中身だろうというふうに思います。 

はい。次に移ります。 

 

(2) 家庭的保育事業等の認可ですが、事務局から説明をしてもらいます。 

 

 〔事務局 説明〕 

資料に沿って説明。 

  

千田会長）説明が終わりました。皆様からのご意見、ご質問いただきます。 

いずれこのサンタもかなちゃんも、家庭的保育事業の中の小規模保育事業の方で？ 

 

阿部補佐）サンタ・るぅ夢の方は、小規模保育事業に該当しますし、かなちゃんハウスは家庭的保育事

業というふうになって、それを家庭的保育事業等というふうにまとめて呼んでおります。資料 2 の 2

ページ目をちょっと見ていただきたいと思いますが、家庭的保育事業等の類型ということで載せてい

る表がございます。小規模保育事業というのが 19 人までの分になりましてこれは今回でいうサンタ・
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るぅ夢さんの分になりますし、その下の家庭的保育事業につきましては認可定員が 5 名までというこ

とでこちらはかなちゃんハウスさんの内容となります。 

 

千田会長）質問ご意見ございませんか。なければ、この件は承認という形で進めます。 

それでは、子ども子育て会議として意見が出てきませんので、意見なしで了承することで決しまし

た。 

 

(3) 奥州市立教育・保育施設再編計画について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。 

 

千田会長）説明が終わりました。 

ただいま事務局より、再編計画の進捗、それから衣里幼稚園の閉園等について説明がありました。

本会議が利用定員の調整などにおいて、関連がありますのでご意見を伺います。 

市が進める再編計画と、閉園後の衣里幼稚園のあゆみ園の分園に関する必要性等について、委員の

皆様からのご意見を求めます。4 名の方のご意見が最後の方に載っていましたけどね。 

いかがでしょうか。はい、C 委員さん。 

 

C 委員）意見ですけども、長女、次女が、衣里幼稚園でお世話になりました。次女に関しては、今年の

3 月で卒園しまして、最後の卒園生となってしまいました。もう 1 人三女が今あゆみ園に通っていま

すが、来年幼稚園入園で本当であれば、衣里幼稚園に通わせたいなと思っていましたが、ちょっと残

念ではありますが、人数の関係上、閉園は仕方ないと思っております。 

衣里幼稚園から今年度転園した保護者の方、あと卒園した保護者の方からの意見をいただいてきま

したので、今、意見させていただきたいと思います。やはり、閉園は仕方ないけども、その園舎、そ

の敷地をそのままにしているのはもったいないという意見が多かったです。分園という話があり、そ

れに期待している保護者の方がたくさんいます。卒園して今、衣里幼稚園の前を通るとやっぱりつい

つい見てしまうのですけども、今の、草がぼうぼうなんですよね。それを見てその卒園した保護者の

方が、勝手に草取りしちゃ駄目だよねとか、なんかそういうふうにすごく愛された幼稚園だと思って

います。なのであゆみ園の分園化というのはぜひぜひ話を進めて欲しいですし、問題はたくさんある

と思うのです。この意見 4 のところにもありますけども、やはり兄弟で離れてしまうとちょっと。あ

ゆみ園側と衣里幼稚園側で、もし園舎が離れてしまうとか、そういういろんな問題も、行事があると

きどうするかとか、そういう問題もたくさんあると思うのですけども、意見を皆さんに聞くとまとま

りがなくなってしまうのですけども、できれば、保護者の意見をなるべく通していただきたいなと思

うところはあります。この分園化もできれば、1 日、2 日でも早く進めていただければ、そして衣里幼

稚園のあった場所にまた、子どもたちの笑い声や子どもの姿が、一刻も早く戻ることを願っていると

いう保護者の方の意見が多かったので、それをちょっとお伝えしたいと思って今日来ました。よろし

くお願いいたします。 

 

千田会長）保護者の声でございました。皆様からのご意見、ご質問承ります。ございませんか。 
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A 委員）すいません。確認だったですけれど、分園っていうのは小規模保育事業として 20 名以下ってい

うかで実施するっていう話になる？あゆみ園では入れない子たちがいて、その子たちの分で、小規模

保育事業で、実施するということでいいですか？すいません。ちょっと把握してないので質問。 

 

千葉課長）はい。分園制度については、多分岩手県ではなかなかないので、制度の概要をお知らせした

いと思いますが、基本的に分園は、県の認可を受けています認定こども園のあゆみ園さんを、そのま

ま県の分園認可を受けて、小規模とか家庭的ではなくて、あゆみ園認定こども園として、衣里地域に、

置くという制度がございます。分園制度のメリットとすれば、園長、副園長等の職員をそれぞれ置か

なくて、兼務でいいと。保育する職員だけを配置すればいいというような制度になっています。この

制度ができた背景とすると、例えば、当初できた背景は、離島とか、なかなか本園を建てられないと

ころございますよね。離島とか遠隔地、そういう場合に、本園があるので、いわゆる小学校等で言う

分校と同じ扱いですね、そういう考え方でこの分園制度ができたという経過がございます。さらには、

今般の待機児童がかなり多いけどもすぐに、本園を建てられないよと、その場合に待機児童解消のた

めに、分園を使って待機児童解消する等々を利用している自治体が、私が確認した分では、関東から

西の方ですか。あとは、四国九州だと離島も多いですから、そういう部分では、分園という制度を使

ってということになっていますので、小規模保育を置くっていう場合は、小規模保育所というと独立

の市の認可施設を置くっていうのですから、それとは違うと、認定こども園の分園、分校みたいな考

え方ですということで、いずれ先ほど、委員さんからご意見あった通り、なかなかその分園を作るた

めの認可を取らなきゃないので、市がただ作っておくっていうのではなくて、その必要性とか、設置

した時に本当に利用者いますかっていう、認可を取らなきゃないので、そういう認可をどのようにし

て取るかっていう、確認も必要かなと思っております。いわゆる今衣川については待機児童いません

から、今のあゆみ園の中で収まっている、それを分けるという合理的な理由という部分も、整理しな

がら審査していかないと県の方の認可も簡単に取れるっていうものではないので、その辺も、事務局

としては検討しながら、あと奥州市施設全体のそういうあり方については、ここの委員さんの皆さん

から意見いただきたい。先ほど保護者、地域の保護者の方は、やはり地域にそういうのが、あればい

い、必要だねっていうご意見、それも一つのご意見。あとは、運営全体のことを見て、皆様からその

専門的な見地から意見いただければ、我々も今後分析検討するために、そういう意見を踏まえながら

分析検討していきたいなと思っております。 

 

A 委員）ありがとうございます。そうすると特にあゆみ園の方の定員を下げてその分移動とかでもなく、

普通に分園としてプラスアルファの人数で、認定こども園だから 1、2、3 号とかいうイメージのです

かね。 

 

千葉課長）現在、具体的なイメージっていうのはつくれてないっていうのが正直なところです。といい

ますのは、先ほど言いました通り、全国でやっている部分があるので調べてみますと、0 から 5 歳ま

で完全に待機児童が多くて、分園しているって施設もあれば、0、1、2 歳だけ待機なので、0、1、2

歳だけ分園して、3、4、5 歳になったら本園に行って、適正規模を確保して小学校に上がるとか、様々

なパターンがありますので、それこそ今後ニーズ調査そういう部分して、将来的などれぐらいのお子

さんが施設に入るのだと。実は、あゆみ園の適正規模の中で今も 120 人の定員の中で、89 人のご利用
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ですから、今入れてないっていう状況でないので、そうなったときに、今入っているお子さんを分け

るわけですよね。そうなった時に本園の規模も多分変えなきゃない、分園の規模どれぐらいする等々

の部分も検証しなきゃないので、今時点でどれぐらいの規模にするっていうのはちょっと、分析資料

を持ち合わせてありませんので、まずは今のあゆみ園の現状からその分園で分けるということが、ど

のような地域での子育ての観点から、メリットデメリットって言うのでしょうか。そういう部分があ

るのかなという部分の、気になる点とかご意見があれば、ちょうだいしたいなと思っております。 

 

千田会長）ほかにございませんか。 

確かに衣里から、どこかに働きに行こうって人は一旦戻らなければならない、それぞれに、そこか

ら出てくるから、親御さんとしての気持ちはわからないわけではないけども、ご意見ございませんか。 

よろしいですか。 

 

A 委員）すいません、今のを聞くと必要性自体がどうなのかなって率直に思うので、意見として。はい。

必要性について十分市の方で、検討していただければなというふうに思います。 

 

千葉課長）必要性、その通り、現在の再編計画では、将来の人口規模を見ますと衣川地域については、

あゆみ園で運営可能だということで、今の再編計画にはその通り盛り込んでない。新たな地域からの

要望事項ですので、その通り、今後分析検討をしなければ、なかなか即答で今結論は示せないと思い

ますので、何といいましても、施設につきましては、一定のお子さんが入所していただいて、その入

所するために職員を確保して運営していくと。そして、どれぐらいの運営費がかかって国からどれぐ

らいの運営収入をもらえるかという部分も、要は 1、2 年運営したけども、すぐ定員割れして、運営で

きなくなるよっていうのでは駄目だと思いますから、10年 20年の運営が見越した中で地域の意見は、

今後将来衣川地区よりも衣里地区の方が、お子さんが多くなって逆転しているので、そういう部分も

考慮していただきたいというご意見もいただいていますので、まさに、将来的な人口分布ですとか入

所状況を分析しながら、適正な施設運営ができるかどうかが焦点になってくるのではないかなという

ふうに思っておりますので、ご意見いただいた通り、すでに始めていますけども、市としてもその、

分園制度の中身、将来の運営可能かどうか、そして認可を取る場合の、クリアすべき課題等を分析調

査し、一定程度時期を見まして、市の検証状況についてはこの委員会でもご報告し、その都度、意見

もちょうだいしたいなと思っております。 

 

千田会長）他にございませんか。私、分園を作ったことがあるけども、東水沢保育園が分園を作りまし

た。金ケ崎保育園も分園を作ったのですよ。それは、本園から、本当に近いところです。みんな、ず

っと離れたところの分園ってことはまず普通は、県の認可は難しいと思いますよ。実際問題。そのた

めには、基本になる園が満床で、入所希望者があっても対応できない。従って分園を申請かけたんで

すよ。だから、しかも近かったから。ところがね、このぐらい離れるとかなり難しい。分園関係を持

てるのは。 

   他にご意見ございませんか。なければここで閉めてしまいます。 

 

(4) その他、事務局から何かございますか。 
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 〔事務局 説明〕 

 

 千葉課長）案件の審議ありがとうございました。その他の部分でご報告でございます。 

これまでの審議会で、定数の増、いわゆる利用定員の量の増の承認をいただいた各施設、これの今

の認可状況。また来年どれぐらいの人数増えるかという状況をご報告したいと思います。 

地域ごとでございますが、まず水沢地域でございますが、先ほど審議いただきました。小規模保育

事業所、定員 11 人。認可手続きに入ってございます。 

同じく水沢。むつみ園さんにつきましては現在保育所でございますが、来年度認定こども園の認可

替えをするという部分で、定員増も含めて、県の方の認可相談にすでに入っているところでございま

す。 

同じく水沢ドレミ園さんの、新設、二つ目ということで、定員の承認いただいていましたが、子育

て会議にかけたときは 75 人の増ということで、承認いただいていますが、現在、具体的な認可相談で

は、60 人という定員規模 60 人という規模で認可申請を今進めているという状況でございます。 

同じく水沢のときわ保育園さん、これにつきましては既存施設の増築とあわせて、3 号の定員を 10

名増ということで、この内容で、認可の申請手続きを進めているところでございます。 

同じく水沢ですが、これも先ほど審議いただきました、家庭的保育事業ということで、これは市の

認可事業ですけれども、定員 5 名増ということで、これも市の今書類審査進めているところでござい

ます。 

最後に、江刺地域でございますが、江刺地域に新たに保育所の新設ということで、63 名定員での保

育所、これも現在県の認可申請の手続中ということで、それぞれの施設、今年度内、2 月 3 月に認可

が下りるように、手続きを今進めているという状況であることをご報告申し上げます。以上です。 

 

千田会長）それでは事務局からその他で説明がございました。皆様から何かご意見ございますか。 

ないようでしたらこれで議事は終わります。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。この後、進行は、事務局に戻します。 

（議事終了） 

 

４ その他 

 

佐藤部長）会長ありがとうございました。 

それでは、４番の、その他に入りたいと思います。 

県の方から、児童虐待防止推進月間ということで、啓発グッズが配布されておりますので、県南広

域振興局の小原課長さんの方から説明の方お願いしたいと思います。 

 

小原委員）振興局福祉課の小原と申します。お手元の方にリボンの入ったティッシュと置いております。

こちらは今月 11 月が児童虐待防止推進月間ということで、ＰＲを進めて参りますのでお配りしており

ますし、あと、こちらの緑の、ちょっとあんまり使えなさそうですがこちらの、手下げ袋につきまし

ては、ＤＶ防止の方のＰＲとなっておりますので、ご活用いただきたいと思いましてお配りいたしま

した。あとお知らせとしまして、ＪＲ東日本水沢駅の方に、リボンのツリーを展示しておりますので、

お通りの際には、見ていただければと思います。例年であればイベント等も行っていたのですけども、
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今年度は、コロナ禍の中でちょっとイベント等は中止ということで、展示物と、あとお配りするもの

ということで進めております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

佐藤部長）はい、ありがとうございました。それぞれＰＲの方よろしくお願いしたいと思います。 

事務局の方からは特に、ありませんが皆さんの方から、その他の部分何か、はい。 

慎重審議、本当にありがとうございました。今後も、何かありましたら事務局の方にご連絡いただ

ければというふうに思います。 

それではこれをもちまして、本日の第 2 回奥州市子ども子育て会議を閉会したいと思います。 

ありがとうございました。 

 

５ 閉会 

 

 （終了 11：32） 

 

 


