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令和３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３年８月 24日（火） 午後１時 10分～午後２時 35分 

場  所   奥州市役所 302、303会議室 

  出 席 者   委 員  15名（欠席４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 会長及び副会長専任 

 

  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、会長に千田敏彦委員、副会長に三ノ宮治委員を決定。 

 

５ 説明 

 

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、奥州市子ども・子

育て会議。これについて事務局から説明をお願いします。 

 

(1) 奥州市子ども・子育て会議について 

 

  〔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。ただいまの説明についてご質問、ご意見ございますか。 

よろしいですね。それでは、ないようですので次に進みます。 

 

 (2) 第 2期奥州市子ども・子育て支援事業計画の概要について、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。ご質問、ご意見ございますか。あまりすらすら終わっても面白

くないから、はい。 
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概要版の最後のところ、8 ページで、６のところに「子どもに関する専門的な知識・技術を

要する支援に関する県が行う施策との連携」の中で、子どもの貧困対策の推進というところあ

るのね、これについて私も調べてみたのだけども、子どもの貧困問題っていうのは、実はもう、

奥州でもやっているのですが、就学援助制度という制度があるのですね、就学援助制度。これ

は義務教育小学校中学校、この義務教育を受けるのに、その家庭の貧困、子どもの貧困のため

に、例えば、ランドセルも買えないとか、修学旅行に行けないとか、クラブ活動するのにスニ

ーカーが買えないとかですね、こういうことで、就学援助制度の申請をするのですよ、市の方

へ。申請を受けて調査をして結果を出しますが、これ実はですね、全国だとね、13.9％ですか

ら、7 人に 1 人の子どもさんがこの就学援助制度受けている、全国ですよ。じゃ奥州市はとい

うので、教育委員会と相談して調べてみました。そしたら、6.38％ですので、16 人に 1 人の子

どもは、この援助制度を使って学校に今行っているという状態です。特にも奥州市を見ると、

最も多い人数が多いというのか、率が高いのが、水沢。水沢、江刺と。いずれこの就学援助制

度を使わないと学校に行けないっていう義務教育を受けるのが大変だという子どもさんたち

がたくさんいらっしゃる。コロナで、仕事がなくなるのですね。特にもう母子家庭は 50.8％で

すから、約半分の母子家庭の方のところが、この現状制度使っているのですよ。私、民生委員

もやっていますが、この人、この人とわかるわけではないからね、回って歩くのだけども、苦

労しているな、この家庭は、とかっていうのはたくさんありますので、ぜひこの制度は、やっ

ぱり推進していく必要がある。貧困対策として、なんとかしていきたいと思います。 

はい。他にご質問ご意見ございますか。はい、じゃ A 委員。 

 

A 委員）子ども・子育て支援事業計画の中で、決定的に疑問に感じる部分はですね、医療との

関係性によるところが、脆弱な感じがします。特に、奥州市においては入院できる病院がな

い。産婦人科も平間先生のところ１件しかない。そういうふうな関係で、非常に子育て環境

においては、ひどい脆弱な感じがします。その点において、その計画の中で、その点もふま

えて今後どうするのかということ、医療との連携を踏まえて具体的に計画して欲しいなとい

うふうに思います。 

 

佐藤部長）子育てというか、分娩施設等、無くなってきて、大変な状況になっている。周産期部

分について、その部分につきましては、それぞれの圏域、ここで言えば胆江圏域では、もう難

しい状況になっているのは、県内が難しい状況になっているのはその通りです。今後はさらに

もう少し大きな広域の形で、周産期センター、母子センターなども設置されておりますので、

もう昔のように、小さい単位での周産期の分娩施設、そういった部分を設置できればいいので

すけども、そういった働き方改革とか、あと医師の偏在とかいった部分で、なかなか岩手県に

医師が来ないという、そういった少ない資源をどのようにしていったらいいのかというのは、

今、県の方で考えているのですけども、市としても、昨年度、奥州金ケ崎地域医療介護計画と

いうのを策定しています。周産期、子どもたちに関する部分の、医療の対策について、どうや

っていったらいいかっていうのは一応、掲げております。 

奥州市、胆江圏域内だけではちょっと難しい状況ですけど、その部分につきましては、いず
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れ両磐、中部、そういった部分も含めた形で、そういったバックアップ支援、またそういった

環境を整えていただかなければならないというふうに考えています。この市の子育て支援事業

計画に盛り込むべきというのはありますけれども、なかなかそこまではちょっと難しいという

状況なのかなと考えます。 

 

千田会長）よろしいですか。はい。他にご質問ご意見ございますか。 

よろしいでしょうか。じゃ進めます。 

 

６ 報告 

 

千田会長）続きまして報告があります。 

奥州市立教育・保育施設の統廃合ロードマップについて、これを事務局から説明をしていた

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。 

ただいまの報告について、ご質問、ご意見ございますか。はい。B 委員。 

 

Ｂ委員）この４枚綴りのほうの、3 ページ目の、３番（1）の①のところ。発達障がい児への支

援や医療的ケアに対応するっていうところ、何か詳しい対応策があるのであれば教えていただ

きたいです。 

 

千葉課長）はい。保育こども園課長の千葉でございます。 

この取り組みについては、現在でも取り組んでいる内容、そして今後取り組まなければなら

ない全国的な課題、二つに整理してございます。 

現在、身体障がいを抱えるお子さんの数はそう多くないですが、いわゆる発達の遅れですと

か、発達障がいということで、正式に病院にかかって診断名をいただいているお子さん、これ

は年々増えてございまして、市では、私立公立等も、特別な支援が必要なお子さんかどうか、

毎年度末に審査会を開いて専門の委員さん方の意見を踏まえて、審査会を開いてそこで認定し

た場合に、例えばこのお子さんは、子どもさん 1 人に先生 1 人必要ですよとか、このお子さん

は 2 人 3 人に先生 1 人の加配が必要ですよという意見審査を踏まえて、その場合に、職員を増

やすためには人件費がかかりますから、民間でも何とか受け入れて欲しいって言ったときに、

先生を標準の運営費とは別に人件費をかけて職員を増やさなきゃない、これ結構な負担になっ

ているということで、そういう支援を市では、奥州市の単独事業ということで実施しておりま

す。今年度の予算ベースでいうと、1 年間で民間の人件費で約 1 億円を超えているという状況

でございます。奥州市は、この点につきましては手前みそで申し訳ないですが、頑張っている
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のではないかなと思っているのですが、他市においても、特別支援をやっていますが、重度障

がいとか、重度発達障がいのお子さんに限りという制度をやっているところが多いので、うち

の方は、手帳とか重度障がいにかかわらず、審査会で必要だっていう方については、そういう

補助をさせていただいておりますので、他市町村の予算が 3,000 万とか 5,000 万ぐらいのとこ

ろを、1 億ぐらいの予算を確保して支援しているという部分で、ここはかなり力を入れてやっ

ていると。公立については補助ではないので、直接、加配の先生を採用して、採用人数も増や

していくという取り組みをしております。 

あと今後の課題は、結構ハードル高いですが、先般国会でも障がいを持った子どもさんの支

援を、法律を定めてやっていきましょうというのが成立しましたが、小中学校であれば特別支

援学校という形で、どうしても普通学校行けない時に手厚い支援という学校ありますが、保育

関係はまだまだ全国的にも整備されておりません。お医者さんとか看護婦さんの、医療的行為

も必要になってくるお子さんという部分は、やはり公的な経費を投入しないとできないという

ことで、ここは今、ワーキングチームとか、そういうお子さんを持っている保護者との会議な

どを開いて、やはり早くそういうことも施設保育で受け入れたいという政策を進めていきたい

ということで、現在検討ではありますが、やっていっているという状況でございます。以上で

す。 

 

千田会長）はい。今、千葉課長から説明がありました。Ｂ委員、よろしいですか。 

 

Ｂ委員）はい。考えてもらっているなと安心しましたし、幼稚園、保育園の年齢、まだまだ発達

未熟なところなので、発達障がいってはっきりとわかるまでも、親御さんも多分周りの人もす

ごく難しい時期だと思うので、その子の成長に合わせてゆっくりと見て、もちろん市でも支援

していただけると親としても安心だなと思います。 

 

千田会長）はい。他にご質問ご意見ございますか。よろしいですか。 

それでは、これで報告は終わります。 

 

７ 議事 

 

千田会長）次に、最初の議題に入ります。 

 

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の量（施設の利用定員）に対する意見を求める

ことについて、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。どうぞ。何か。Ｃ委員。 
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Ｃ委員）はい。つたない、わかりづらい説明、（事前）質問になりますけども、丁寧なご回答あ

りがとうございます。私、前沢出身ですけれども、こういった状況を見まして、気になったと

ころを今回出させていただきました。今後とも何かわからないことがあった際、ご質問します

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 

千田会長）はい。説明は終わりました。他にご質問、ご意見ございますか。 

それではお諮りいたします。子ども・子育て会議としては、意見なしとして了承してよろし

いでしょうか。 

はい。それでは本案については、意見なしで了承することといたしました。 

 

千田会長）進みます。次の議題です。 

 

（2） あゆみ園（幼保連携型認定こども園）の分園設置に対する意見を求めることについて、こ

れを事務局から説明願います。 

 

千葉課長）2 点目の案件につきましては、昨年度のこの審議会でも一度お諮りしたのですけれど

も、皆様が判断するには、もう少し具体的な今の入所状況ですとか、通園状況というような数

字とかデータを示して、検討したいというご意見をいただきましたので、今回はこの 4 月のあ

ゆみ園への入園状況、衣里地区から通っているお子さんの通園状況のデータを出しながら、ご

意見をいただいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

〔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。ご意見、ご質問ございますか。 

それではお諮りいたします。子ども・育て会議としては、意見なしとして了承してよろしい

でしょうか。 

それでは本案については、意見なしで了承することといたしました。 

それでは、議事を終わります。進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

進行を事務局に戻します。 

 

８ その他 

 

〔事務局から〕 

事務連絡のみ 

 

〔各委員から〕 
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Ｄ委員）すいません。その他で一つだけ質問いいですか。 

保育施設の方の職員と児童クラブの職員に、コロナのワクチン接種券の先行配布いただいて、

当施設の方の職員希望者すべてまず2回接種受けられる状況になりましたので、奥州市の対応、

大変ありがたく思っておりますので、ありがとうございます。というのが一つ。 

それと、あともう一つはコロナの関係ですけれども、ちょっと冒頭に市長の方も、まん延防

止等地域の選定をしているという話もあって、実際に今の状況ではないのかもしれないですけ

れども、今後、奥州市がまん延防止等の地域になったり、あと岩手県が緊急事態宣言の地域に

なった時に、保育施設は前回 4 月の時には、特に登園自粛要請も結局出なかったのでしたか、

という状況で、全国では登園自粛等もあったですけれども、という状況がありまして、今度、

もし緊急事態宣言が出た場合に登園自粛の要請をする予定があるのかないのかとか、あった場

合に、例えば 1 号認定の子は全部休みにしていいのかっていうか、分散登園ででも教育の機会

をつくっていくというような方針で考えてるのか、それとも各施設に全部おまかせなのか、あ

と 2 号 3 号認定についても、どういう場合受け入れて、どこまでが家庭で対応していただくっ

ていうふうに考えればいいのか、その辺りもし奥州市として検討されているものがあれば、教

えていただきたいですし、各施設におまかせしますというのであれば、そう言っていただけれ

ば、各施設で考えるしかないと思うので、ご回答いただければとおもいます。 

 

佐藤部長）ワクチン対策はですね、この対策は健康増進課でやっておりまして、ここにはメンバ

ーがいないので、私が回答したいと思います。 

ワクチン接種につきましては、クラスターの恐れがあるということで、児童施設、保育施設

の方、従事者の優先接種させていただきましたので、まだみんなとはなってないようですけれ

ども、クラスターにならないこと。そういった部分で、接種をさせていただいたと。 

県の方で今、まん延防止の申請をしているという部分ですけれども、あの部分についてはで

すね、緊急事態宣言もその上にあるのですが、その宣言したからといってですね、幼保施設に

対して、学校施設、教育施設に対して、休校しろとかそういったものではありません。そこの

部分ではきっと出ているのは、飲食店の時短営業。そういった部分が、いろいろ要請される部

分ということで、教育施設とか、保育施設については、これまで通り。ただ、施設からそうい

った陽性者が出た場合には、それなりには対応するという部分であってですね、事前にそこの

利用を止めるとかですね、そういったものではございませんので、そこだけはちょっと勘違い

なさらないでいただきたいなと思います。今、いろいろ新聞紙上でもですね、県のまん延防止

重点地域と緊急事態宣言地域になったらどうなるかっていう部分はですね、いろいろ書いてい

ますけれども、基本的にはそういった飲食店の時短要請、そういった部分に限られているとい

うものでございます。 

 

千葉課長）若干補足させていただきますが、当課の所管でありますのは、保育所と認定こども園、

認定こども園が一部１号ということで、幼稚園と同じになります。という部分で現時点では、

国からの通知すでにご案内の通りですが、一斉休園等については、一律には行わないという基

本方針で、現在奥州市においても、例えば濃厚接触者の陰性、陽性が出た場合、ケースバイケ
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ースで判断をさせていただいて、保育料とか、免除についても、市の承認がない部分について

は免除できないということになっていますので、その都度、ご指示をして園と確認しながら進

めているということですので、児童福祉法の理念に基づきまして、どうしても保護者が家庭保

育できない場合は、その責任を負うということで、事業者の皆さんと市と適切な対応をしてい

くということで今後も対応していきたいと思っておりますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

昆野課長）それでは、こども家庭課の方では、児童クラブの方に対応しておりまして、先ほど部

長の方にもいいましたように、教育施設につきましては、学校の方もやっているというような

状況で児童グラフの方につきましては、まず、ご家庭に保護者がいない方のお預かりというこ

とでやって行きたいと思っております。ただ、今後、それこそ学校が休校になるような大きな

事態になった場合には、また改めて考えていきたいと思っております。 

 

佐藤部長）よろしいでしょうか。 

 

Ｄ委員）確認ですけれどもすいません。緊急事態宣言等になった時でも、普通に開けるっていう

ことで構わないということですね。 

 

佐藤部長）普通に開けるということ。学校も同様に、普通に開けるということ。 

 

 Ｄ委員）確認できました。ありがとうございました。 

 

佐藤部長）その他皆さんの方からお聞きしたいこと、どうぞ。Ａ委員。 

 

Ａ委員）要望ですけれども、感染の情報に関して、できるだけ、プライバシーの関係もあるでし

ょうけれども、正確な情報発信ができないのかと思います。噂話で対応するっていう部分がほ

とんどなので、できるだけ保育施設のような大人数で利用している場所においては、正確な情

報ができるならそれをお願いしたい。 

 

佐藤部長）私たちも、そういった中、噂話とかですね、そういった部分が出てですね、いろいろ

風評被害等出ているのですが、市の施設については、基本公表しております。ただ私立施設に

ついては、その施設で公表するかの判断をしていただきたい。あと個別的ないろいろ、個人的

な情報、または入院施設、どこで感染者がいっぱい出ているか、クラスターの部分。それにつ

いては、岩手県のマターになります。岩手県で発表する。我々が聞いても教えてくれません。

市といえども、教えないということですので、例えばどこで、飲食店クラスター、こないだの

奥州市のクラスターですが、これどこですかと市として聞いても、市といえども教えませんと

いう状況ですので、申し訳ありませんが、できませんということでございます。 

 

はい。あと何か皆さんの方からご意見、ご質問等ありますか。はい。Ｅ委員。 
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Ｅ委員）コロナの関係で、冒頭に言ったひとり親家庭が今すごく多いと思うのですけど、そうい

うご家庭で、もしもひとり親家庭の親御さんが感染した場合に近くにご実家がないとか、近く

に子どもをみていただけるところがないところで、親が入院等した場合、子どもを一時的に預

けらえる対策は奥州市で何かあるのでしょうか。 

 

佐藤部長）はい。その対応についても、一応、現状では行っております。基本的には、偽陽性と

いうことで、親と一緒に入院させます。なので、子どもと親は切り離さないでそのまま、そこ

でまた子どもが陽性になってという可能性は高いですが、基本的には、一緒に入院させるとい

う対策をとっています。よろしいでしょうか。 

 

Ｅ委員）ありがとうございました。 

 

佐藤部長）皆さん方から、何か聞きたいことありますか。 

はい。それでは 8 番のその他も終わらせていただきます。 

 

９ 閉会 

 

佐藤部長）では、9 番の閉会に移ります。 

本日は、慎重審議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へ連絡いただ

きたいと思います。 

それではこれをもちまして、本日の会議を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 （終了 14：35） 

 

 


