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令和３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３年 11月 15日（月） 午前 10時～午前 11時 30分 

場  所   奥州市役所 302、303会議室 

  出 席 者   委 員  17名（欠席２名） 

         事務局  ８名 

          

  （変更委員紹介） 

 

  （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) 第２期奥州市子ども・子育て支援事業計画の検証について、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。説明が終わりました。ご質問、ご意見ございますか。 

この令和 2 年度の検証の中で、利用希望施設と受入れ可能施設のミスマッチというが、何で

おこるのか。 

 

千葉課長）はい、保育こども園課長の千葉でございます。ミスマッチの部分で、ミスマッチって

いう表現がちょっと適切かはありますが、個別の相談を聞きますと、一つ一番大きいのがきょ

うだい入所。きょうだい入所のときに、上のお子さんが 4 月から入っていたけど、育休明けの

途中から入れたいって言った時に、どうしても地域、通いやすさとか利便性の高い施設につい

ては、年度途中で満杯になってしまいますので、きょうだい入所のときに入れる施設は地域に

あるけども、きょうだい一緒に入れないというような、施設を選ぶ場合の難しさっていうのが

あって、待機が出ている部分もありますし、あとはやはり、幼児施設については学区制がござ

いませんので、自宅から近い施設だから保護者の方が利用しているかというそういうわけでも

ないと。通勤場所とか勤務先に近いところの施設に入れたいと、そういうところで、そういう

傾向が保護者皆さんにありますから、当然街場とか勤め先に近いところの施設が、定員が満杯

になるのが早いということで、そういうところを希望している方が結果、待機児童になる傾向

が出ているということで、小学校、中学校のように学区制のないところの難しさ、地域別に定
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員をどれぐらい確保していいかという難しさ、これをミスマッチというような表現をさせてい

ただいておりますが、さらには、奥州市の教育・保育施設は、市民のために整備しているけれ

ども、先ほど言いましたように、各市町村の事情で、奥州市のお子さんが金ケ崎や北上や盛岡

に入れているお子さんもおりますし、逆に金ケ崎、北上の市民の方が奥州市の施設を利用して

いるというケースがございます。基本的には奥州市民を優先するのですけれども、すでに入所

しているお子さんについて途中から出てけっていうわけにはいきませんから、各市町村、話し

合いして、広域入所っていうことで、お互い融通をきかせております。それらの部分で、年度

途中から市外等に申し込んだ場合、なかなか入れないというような状況もあったりして、学区

制がないところの難しさ、これが今後の課題になっていくのかなというふうにとらえておりま

すし、市街地と山間部。市街地では、定員オーバー、待機児童が出るが、山間部については逆

に大幅な定員割れが出ている。すでに、厚労省の審議会の情報も皆さん見ている方もいるかと

思いますが、国の方でもすでに待機児童問題は山場を過ぎたと。今後は定員割れの対策を国と

してもやっていかなきゃいけない。そういうような中で、今言った施設の利用者との施設の位

置とか定数のミスマッチ、種類もあります。幼稚園が極端に使われなくなってきていますので、

そういう幼稚園、認定こども園、保育所、どういう施設類型で整備したらいいか、そういう施

設の定員をどう増やしたらいいか。うまくマッチングをしながら、定員計画を定めていきたい

なということで、今回検証させていただいたという状況になっております。以上です。 

 

千田会長）はい。どうもありがとうございました。ミスマッチについて、今質問したけども、こ

ういう状態が実際問題おきているのですよね。金ケ崎の人が、水沢の保育園に入りたいと。そ

れから、特に学校の先生なんか 3 月で転勤辞令がでますから、4 月なってから入ってくるとも

う、近いところがふさがってしまっているとかね。そのうちもう 1 人産まれたとか、やっぱり、

できるならばきょうだいと一緒に同じところに入ってくれれば、迎えに行く方も、バラバラに

お兄ちゃんと弟とかじゃなくて、一緒の方がお迎えも楽なわけですと、こういうことがありま

すので、これをミスマッチって表現がいいかどうかわかりませんが、いずれ内容をわかっても

らいたくて、今、意図的に質問しました。 

他にご質問、ご意見ございますか。はいじゃあ。A 委員さん。 

 

A 委員）質問ですが 11 ページの、体調不良児対応型というのがございますが、実施箇所数が 13

になっていまして、人数のことですが、保育園では、多少の熱が出たり、何かした場合、必ず

親には連絡しますが、来るまでは預かるのが常識だと思っておりますし、当たり前のことをや

っているはずですけど、だけどこれ、特に何かその線引きっていうのがあるわけですか。13

施設に限定している理由っていうのは何かあるのでしょうか。その辺の微妙なところです。 

 

千葉課長）ただいまご指摘のとおり、保育所等につきましては、児童福祉法に定める施設ですの

で、当然ある程度の体調不良時についても、どうしても保護者の方がお勤めに行かなきゃない、

そこで保育ができないっていう場合は、通常、体調を見ながら受け入れしていただいていると

思います。ただ、どうしても今こういうご時世で共働きなので子どもさんが体調悪いけど、う
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ちでどうしても見られないっていう時があります。そういう場合に、そういうお子さんの学校

でいう保健室に近いような形で、それに対応した特別に職員を配置していただいて、いわゆる

風邪とかそういう調子悪い状況でも家庭ではなくて保育所の方で見ていただく、これを特別事

業として実施しておりますので、その施設が今、市内に 13 施設していただいているというこ

とですので、ごくごく一般の部分は、保護者の方が休んで家庭で子どもが風邪ひいたときは見

るっていうのが普通だと思いますが、どうしてもできないというような部分が、児童福祉施設

の場合はございますので、そういう部分に特化した事業をやっていただいているという内容で

す。 

 

A 委員）つまり、専属の職員がいるということが条件になるわけですね。 

 

千葉課長）はい。その通りでございます。 

 

千田会長）はい。他にご質問ございますか。はい。 

 

B 委員）支援事業計画ですけれども、子育て環境を良くするために、この計画があるということ

で、よろしいですよね。はい。実際に市としてはこの事業計画を検証されたのですけれども、

奥州市の子育て環境は良くなっているというふうにお考えなのか、どうですか。検証された結

果、何かあまりこう、住んでいる者にとっては、それほど環境が良くなっているというふうに

も思ってはないのですが、実際に検証されていかがなのでしょうか。 

 

千葉課長）はい。まず私の所管の方の幼児教育・保育の部分について、ちょっと踏み込んだ検証

が足りなくて、結論的に言いますと、5 年前計画立てた時点よりは確実に進歩しているという

ふうに評価してございます。まず一つは、大きかったのは、待機児童解消は、4 月時点でした

が、解消できたということは、全国統一目標でしたから、乗り遅れることなく実施できたとい

うことが大きいかなと。特に令和元年 10 月から、教育保育の無償化制度が始まりました。基

本 3 歳以上は所得にかかわらず、すべての世帯が幼稚園、保育所、認定こども園へ預ける場合

に、保育料の心配は一切、基本しなくていいよと。ただその時に、待機児童になっていたら、

その無償化制度自体も使えないじゃないかと、やはり施設にちゃんと入らせてくれというご意

見のために、加速をして、保育士の確保と施設整備を加速度的にやってきましたので、まず 4

月待機児童が出ないということは、ほぼほぼ希望の利用施設に入所ができたかなと。今後は、

10 月時点の待機がまだいますから、それらも含めて、私的理由の方々も含めて、もう一段の

ですね、入所ができるような努力をしていただきたい。一定の進歩があったというのが一つで

ございます。 

もう一つは、待機児童の大きな要因に特別支援の教育があると考えております。いわゆる身

体障害ですとか、発達障害のお子さんの場合には、いわゆる保育基準でいうと、3 人に先生 1

人とか 6 人に先生 1 人とか、30 人に先生 1 人とか、こういう先生の配置は、どこの施設でも

確保されています。ただし、特別支援のお子さんは、子ども 1 人に先生 1 人付けなきゃない。
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お子さん 2 人 3 人に先生 1 人つけなきゃないっていう、いわゆる加配事業をやらなきゃならな

い。これは膨大な人件費が実はかかります。この部分につきましては、何遍もご説明していま

したが、隣の一関市さんや北上市さん、盛岡市さん、それぞれやっていますが、この制度は自

治体のある程度内容が任意になっております。障害者手帳とか療育手帳とかを持つ重度のお子

さんについては、手厚くやっているって自治体は多いですが、奥州市はそういう手帳にかかわ

らず、審査会を踏まえて、お子さんの対応が必要だねっていうお子さんについては、公立私立

関係なく受け入れをできるだけお願いし、その分の人件費を市で単独交付をして、何とか多く

のお子さんに施設利用していただけるようにという配慮して、ここも 4 年前の予算が約 3,000

万円だったのが、今年度ベースで 1 億 2,000 万円。金額を確保し、人数で言いますと、先生の

人数で言いますと公立と私立で約 100 人分の人員確保しております。ここの部分は、手前みそ

で申し訳ありませんが、県内他市と比べても、かなり力を入れていると、また今後もやってい

かなきゃないと。毎年毎年この特別支援に該当といいますか、見た方がいいよっていうお子さ

ん増えております。小学校にちゃんとつなげていくという意味でも、予算をかけてもやってい

かなきゃいけない事業だと認識しておりますので、こういう部分は、計画を作った当初はこの

ぐらいまで大きくなるという予想もしておりませんでしたが、良いことか悪いことか、ちょっ

と、わからない部分ありますが、いずれ実際そういうお子さんがいると、そこを手厚くちゃん

と小学校につなげてやらなきゃないという、責任、行政責任のもと、やっているというような

大きくこれらについては、一定程度前進し、評価していい事業ではないかという。事務局的に

は認識をしているところでございます。 

 

昆野課長）はい。こども家庭課の昆野です。本日は、ありがとうございます。ただいま、ご質問

がありましたように、検証を行ったことで、良くなっているかというようなご質問でありまし

た。今回一応、昨年度、事業を実施したものを評価・検証しておりますけれども、こちらの方

で担当している部分につきましては、乳児家庭全戸訪問等につきましては、まず専門の助産師

で全世帯回っていただいておりますし、その中でリスクの高い方につきましては、助産師に回

ってもらっておりますし、先ほど言ったようにプチベベの中で、何か特別にある部分について

は、またそこから踏み込んだ形で支援を行っております。あとは、皆さんの需要がやはりその

時によって変わっておりますので、ファミリーサポート事業等につきましても、実績が増えて

いる中で、新たにできている需要についても、対応しているという部分では、対応はしてきて

いるものと考えております。ただ、子育て短期支援事業ございますけれども、先ほど実績はゼ

ロということでした。やはりなかなか、近くに預けるところがなかったりとか、こちらのＰＲ

不足もあるかと思いますけれども、ちょっと使い勝手が悪いのかなというふうには感じている

ところです。この部分につきましてはもうちょっと検討を重ねていきたいと思っています。 

 

千田会長）10 年過ぎましたけども、市町村合併やるときに、私も合併協議会の委員でしたから、

やっぱり子育て環境をナンバーワンくらい言わなきゃだめだという話を言ったんですよ。それ

が、相原さんになった時に子育て環境ナンバーワン奥州市と出したんですよ。それからですか

ら今の B 委員さんの質問は、まさにまとを得ているし、それから、それによって皆さんこれね、
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頑張ってやっていって、とにかく、要するに負けないぐらいの、子ども産むなら、子どもを育

てるなら奥州に行きたいというくらいの、土壌を作っていかなければならないと思いますが、

皆さんはそのスタッフなわけですから。 

 

B 委員）すいません。お聞きしたかったのが、実際に今、子どもが減っている、どんどん転出し

ちゃっている状況だと思うのです。小児科医も先行きがなかなか不安な様子が見えたりとか、

あと、出産の方、奥州市内ではできない、個人病院でもうできない状況になってきていて、本

当に保育施設運営しているものとして、利用者、保護者の方だったり、地域の方々だったり、

あと職員もですけれども、市内でもう産めないっていう話もしているところがありますし、あ

と児童クラブを充実させてはいただいておりますけれども、児童クラブに入っていない子たち

の居場所がじゃあ、どう、どこにあるのかというのは、家の中にいるしかないのかとか、長期

休みどうするのかっていう問題もあったりするので、そのプランに出てきているところ、この

検証でプラン充実というのは、大事なことだと思うのですけれども、ここから抜けたところっ

ていうか、今度はその差っていうか、やはりそこを埋めていく何かこう、アンケートなり何か

わからないですけれども、どこが足りないかをもう少し検証しながらいった方が、より内容が

充実していくのではないかと思うので、この会議でも、結局その保育施設の定員の増やす、減

らすが大事な話になっていますけれども、実際会議の中では、18 歳以下の子どもたちすべて

対象にした話をしていいことになっていると思うので、ぜひ、せっかく委員の方々も、いろん

な、年代の方というかもいらっしゃっているので、次回、会議意見を出していって、奥州市を

良くするというか、子どもを育てる環境を充実させるっていう面で会議していければいいので

はと思うので、今後、検証なり提案をどのように、市民から受けていくかというところを、よ

ければ取り組んでいただければと思います。はい。 

 

佐藤部長）ご意見ありがとうございます。子育てに関する部分ということで、奥州市の方では総

合計画の後期計画を立てているところですので、そこで、市民アンケートも実施しておりまし

て、その中で一番やっぱり大きいのは、医療の部分、足りないよねっていうのは出ております。

あとは、子どもの関係ですと子育てして楽しいと感じるかというようなアンケートで、その部

分も目標に対してちょっと足りない部分があるのですけれども、そういった部分もちょっと評

価として出てきているのかなと。ただ医療関係の先ほど言いました小児科問題とか分娩の部分

ですけれども、確かに市内で分娩する施設が 1 ヶ所しかない。1 ヶ所もどうなるかっていうの

が今の状況です。ただ県北の方のことも考えますと、県南の方はある程度充実している。ただ

奥州市内はなくなっているっていうのはそういう状況。というのは小児科というのは、分娩施

設というのは、やっぱり、働き方改革もあるのですけども、先生の数も少なくて、小児分娩に

関しては胆江医療圏、周産期に関しては胆江医療圏だけでなくもっと大きな括りでやっていく

っていうのが、今の県の考え方です。なのでちょっと遠くにはなるのですが、北上、一関の方

にもちろん産科病院というのがありますし、北上には 2 ヶ所もあるというような状況で、そこ

に対する妊産婦さんたちが、ちょっと遠くなるのですけど、そういった部分に市としてはです

ね、支援をしていきたいというふうに考えています。もちろん市内の分娩施設ができるように
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ですね、産科がもし、奥州市内にも、産科病院ができるのであれば、そういったことも検討し

ながらですね、進めていくのも一つの方法ですけれども、現状ではなかなか産科医を 1 人産科

医が来ても駄目なんです。今は、3 人、4 人、その他に小児科医っていうような部分で、今一

気にそれを胆沢病院に作るとか、水沢病院に作るとかそういったのは、ちょっと難しい状況に

あるというのが現状なので、一応、県立病院の県の方の医療施策として、磐井病院や県立中部

病院、あとは済生会病院といったところに集中しているような状況というところで、奥州市内

にはないですけれど、そういったところの、周産期については今進めている。子ども・子育て

計画の部分については、医療の分野や、そういった他の部分もいろいろあって子育てやってい

るよねっていう、今のお話だと思いますけども、一応計画の中ではですね、こういった事業そ

のものを取り上げてやっているというところで、子育て環境ナンバーワンのところの部分とし

ましては、総合計画の中で戦略プランの中の一つということでやっておりますが、市とすれば、

医療給付も高校生まで広げたりしてやっておりますので、そういったところで支援して参りた

いというふうに考えております。そういったものを全部これに入れてっていうことになるとで

すね、ちょっとそこは大き過ぎるなと、総合計画並みになってしまうなというところもありま

すので、その部分については意見等をいただいて、その部分、分野の方で検討して参りたい。 

 

千田会長）実はね、出産のことを考えた場合、今の新生児、子どもね、17 人に 1 人がね、体外受

精で生まれているのですよ。17 人に 1 人は体外受精で子どもさん授かっているのですよ。実

はね、男性の原因で不妊になっているっていう原因がかなり多くわかったんですね。それで今、

東京慈恵医大と、それからオリンパスが共同で、ＡＩ、つまり人工知能を使って、精子の優秀

なのを見つけるっていう技術を今開発したのですよ。今この技術を使って、日本では約 5.5 組

に 1組が不妊検査、それから治療を受けているのですよ。今の日本 6人いればその内の 1人は、

不妊治療の治療を受けているのですよ。これは実態です、数字が出ていますから、そして、先

ほど言ったように、17 人に 1 人が体外受精で、生殖補助医療というのですが、これで今やっ

ています。昨年は 5 万 7,000 人生まれましたけれども、5 万 7,000 人のうち 16 人に 1 人は、

この方法で生まれたのですよ。今ね、1 回の治療費が 60 万円とか、そんなにかかっているの

ね。それ、必ずしも成功するとは限らないから、大変な金がかかるのですよ。1 年しかもたな

かったけども、前の首相が、公約にしたのがこの不妊治療の補助制度を強烈に出すよとやった

のですよね。だから、すごいこと考えたな、素晴らしいなと思って、私も考えたのですけど。

子ども欲しいからってね、50 万 60 万円出して治療やってみて、うまくいくと限りませんから、

2 回目 3 回目ってやるのですよ。これにやっぱり、国がそういう方向を出したら、奥州市もそ

れに少しね、プラス補助してくれるとやってくれないとね、とてもじゃないけど今の 20 代の

人たち、若い人たちがね、50 万 60 万円を出して、治療受けるとはとてもできません。だから

やっぱりこの辺も含めて、子育てにやさしい環境の中の一部としてやっぱりそういうのも、市

の方で協力をしていただくということを出さなくてはいけないのではないでしょうか。はい。

他にご質問、ご意見ございますか。 

 

B 委員）はい。その会長もいったとおり、若い人たちは特に移動ができるっていうことです。な
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ので、医療関係とかの環境とか子育て環境とか、お仕事だったりで、自分たちにより有利なっ

ていうところを探して移動することもできる、増えていくとは思うので、どうしても一関なら

磐井病院で産める、北上なら済生会とか中部病院で産めるっていうふうになると、奥州市がど

んどん人がいなくなってしまうという方向にいくのではないかなというような予想されるの

で、若い人は移動できるっていうので、踏まえたことで考えていかないと、いつまでも生まれ

故郷だから戻ってきてくれるっていうわけでは実際はないので、そこかなり懸念しているとこ

ろでした。すいません。 

 

千田会長）はい。ちょうど 1 時間経ちましたので、次の第 2 の部分に移ってよろしいでしょうか。 

それでは、次の議題です。 

 

（2） 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の量（施設の利用定員）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。 

 

 〔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。ご質問、ご意見。江刺の方、今資料 2 に、令和 4 年 4 月

の増減の見込みで、江刺保育所がでてきているけど、これ自体は、C 委員、ご意見ありますか。 

 

C 委員）今は 90 人の定員になっているのですけれど、ここ 3 年ぐらい、90 人に満たない。4 月

の入所児童、利用児童になっております。ずっと人口の推移を見ていくと、ちょっと 90 人を

維持するっていうのは、ちょっと現状にそぐわなくなっているというのが一番の理由。待機児

童解消したっていうふうな見方もあるかもしれませんけれども、子どもそれ自体がやっぱり非

常に少なくなっている。特に、去年、一昨年コロナ禍においては、それが非常に目に見えて、

厳しくなっているという現状。今の 90 人の対応にしたら、多分無理だろう。現状の職員体制

を維持するためにやっぱり 80 人でやった方がより現実的に保育園ができるっていうような判

断でやっております。また、私たちの施設はかなり古い施設で、当初 75 人定員で始まった施

設です。子どもが増えた状況で、保育室が遊戯室も保育室に使っていいよっていう話しになり

まして、それで、無理やり 90 人になっているという状況があります。より現状に近くするた

めの定員削減ということでお願いをしたいと思います。はい。 

 

千田会長）はい。B 委員さん。 

 

B 委員）1 号認定、幼稚園的利用の方の子たちが、定員 45 人で、その前 60 人とかだったのです

けれども、1 号認定の方の利用が本当に少なくどんどんなってきていて、1 号認定で入園され

た方も、途中で保護者の方の就労状況が変わったり、2 号認定に移ることが非常に多く、今年

度で言えば、2 号認定の定員の方が足りないということになっていたので、来年度は 2 号認定、
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定員上げなくても問題はないと見込んでいたのですが、1 号認定がどうしても定員、実員で、

もう 40 人切っているところで、その分を減らすという形です。利用定員と公定価格、運営費

が結びついておりますので、空きがある状態で、利用定員のみ維持していても、それを回復す

る見込みが無いのであれば、実員に合わせた変更というのが必要になってくるための変更です。 

 

千田会長）はい。皆さんご意見、ご質問ございますか。はい。それではお諮りいたします。子ど

も・子育て会議としては、意見なしということで、了承してよろしいでしょうか。はい。あり

がとうございました。 

 

（3） その他 

他に皆さんの方からその他で何か、提供したい、或いは提案しておきたいというのがありま

したら、はい。 

 

B 委員）奥州市私立保育園協議会からの代表で私、委員になっているのですけれども、質問の中

でもしたとおり、私立保育園協議会としては、個人病院でもう出産ができなくなる現状、来年

4 月からもう難しいっていう話を聞いたりしているので、その状況に対するその保護者の方や、

職員等の不安はかなり深刻なものがあるというふうに感じているところですし、小児科医につ

いても、今、維持はされておりますけれども、今後見るとなかなか小児科もどうなるかわから

ないという先行きの不透明感があるところを非常に感じておりますので、奥州市私立保育園協

議会としては、実際に、子どもやその保護者と普段から関わる施設として、その点、大変懸念

しているというところを、その他のところで、意見じゃないですけれども、出させていただき

ます。 

 

千田会長）はい。ちょっと保護者の立場で、D 委員さん何かありますか。保護者代表で。 

 

D 委員）私の子どもも実際北上の中部病院で生まれたのですけど、その前は、水沢の個人病院で

みてもらっていたのですが、途中でできなくなって紹介状というか最終的に北上の中部病院で

出産したのですが、そういう状況であるということを今聞いてびっくりしました。いろいろ考

えていかなきゃないかなと思いました。 

 

千田会長）はい。それぞれの立場で、ご意見を出していただきたいと思いました。個々の委員の

中から、E 委員さん。何か、こういうのに参加してみて、何かご意見、感想でもいいです。 

 

E 委員）私自身、今 2 歳の子どもを育てております。その中で、最初の資料 1 の 7 ページにあり

ます乳児家庭訪問は、娘が 1 ヶ月のときに訪問していただいたのですが、やっぱり、初めての

子育てなのでわからないところに目を向けて助産師さんに見ていただいたので、その後済生会

の方に入院したのですが、やっぱり、わからないことがいっぱいだったので、すごくその時は、

助産師さんに助けていただいたなっていうに思います。まだ、保育園とかに通っていないので、
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子育て支援に通っているのですけど、すごくこう、昔のことは私わからないので、今は、母親

も 1 人じゃなく、子どもを育てているなっていうふうに実感しているところはあります。そし

て、一つ質問ができなかったですけども、妊婦健康診査の検証にあります実績には含まれない

里帰り妊婦への検診費用、助成を行っていますと書いてありますが、具体的にどれぐらい里帰

りの数があったのかっていうのと、あと奥州市で今、里帰りができない状態だと思うのですけ

ど、そのあたり、実際どれぐらいの助成を行ったのかというのをちょっとお聞きしたい。 

 

千田会長）はい。ありがとうございます。 

 

千葉保健師長）里帰りが何件くらいあるかかというのは、資料を持ち合わせていないので、お答

えすることができないですけれども、妊婦健診の費用につきましては、基本的には契約をして

いる医療機関に、市の方からはお支払いするというふうな形で行っているのですけれども、里

帰りした場合ですと、契約ができなかった場合、そこの医療機関と契約ができなかった場合で

すと、一旦妊婦さんの方には、払っていただいて後でお戻りになってから、償還払いという方

法でのお支払いをしておりました。通常ですと、通常っていうか国の方から定められているの

は妊婦健診票は 14 回分ということで、受診票を交付させていただいておるところですが、市

単独で 15 回目ということで対応させていただいております。 

 ※里帰り妊婦への助成 19 人（実人数） 

 

千田会長）いいですか。 

 

E 委員）やっぱり先ほど B 委員さんもおっしゃっていましたが、子育て出産世代からすると、や

はり北上とか一関で出産できるよって言われましても、子育てしながらの移動ってなると、結

構やっぱり 40 分、50 分も時間は片道でもかかりますし、そうするともう働きながらまた出産

して子育てってなると、やっぱり明るい未来っていうふうに考えるとちょっと複雑だなってい

うふうに思うので、大きな問題ですけども、進めていただければなっていうふうに思います。 

 

千田会長）はい。ありがとうございました。では次、F 委員さん。 

 

F 委員）私は 3 人子どもを育てているのですけど、江刺に出産する場所があって出産することが

できてよかったのですが、仕事をしながらとなると、妊婦健診に通う時間に有休を使わなくて

はならない。私は水沢に勤務していて、水沢から江刺までの時間だったら 2 時間とか有休をい

ただいてやれていた部分が、さらに遠くに通うことになると、半日だったり 1 日だったり時間

を取らなければならないというのが、これから社員の方に影響してくる部分があるのではない

かなあと感じているところです。あとは、一番下の子が喘息もちで月 1 回入院するような生活

を 2 年間続けてきたのですけど、その時にとてもお世話になったのが、こぐま園さんで、大変

助かった部分があったので、再開できるのであれば、そういう施設があるとても助かるかなと

思っております。 
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千葉課長）ただいまお尋ねありました水沢病院内のこぐま園につきましては、毎年毎年、病院の

医療局の方と相談をして、当課とすればできるだけ早く再開したいというお願いをしていると

ころでございます。ただし小児科そのものがなくて、何とか来ていただいたということで、病

院側とすれば、まず小児科の体制を構築してからじゃないと保育の方は対応できない、いわゆ

る本家本元が小児科体制ですから、そこを安定確立した際には、その病院内保育園の復活につ

いても、あと場所をどこにするかっていうのも実はもう 1 つ課題になっておりましたので、施

設がかなり老朽化で手狭、そういう部分は毎年毎年医療局の方とご相談しておりましたので、

早い時期に再開できるよう努力して参りたいというふうに思います。 

 

千田会長）はい。大分時間も過ぎました。誰かもう 1 人、G 委員さん。 

 

G 委員）はい。全体を通してですけれども、公募委員の方もおっしゃっていましたけれども、子

育てを今はみんなでやるっていう時代だと思いますので、そういったところ市としてアピール

していくことで、子育て世代の方々が、子育てが充実している奥州市の子育て環境はいいなっ

て思うところの一つになるのではないのかなと思います。もちろんその施設の充実とか、医療

機関の充実はもちろんですけれども、そういったところのアピールを私どもがやっている事業

なんかでもその子どもの居場所を確保しようとか、児童クラブ以外の場所を確保しようとか、

それからファミサポで、地域の人に子育てを手伝ってもらう環境の方を充実しようとかそうい

ったことに力を入れているのですけれども、そういったところのアピールで、保護者の方の安

心感を高めるっていうことが、環境の充実っていう実感の方に繋がるのではないのかなと思い

ました。はい。以上です。 

 

千田会長）はい。ありがとうございました。他に皆さんの方で、A 委員さん。 

 

A 委員）この場でどうかちょっとわからないですけれども、新型コロナが今、下火になっていて、

ほんとにありがたいと思っております。と同時に、皆様もご存知だと思うのですけれども、ワ

クチンの接種後は副反応といいますか、厚労省の発表ではもう死亡している方がある。11 月

12 日の時点で、1,359 人。10 代で 4 人とか、それから 10 代の重篤者というのは 218 人もいる

のですよ。これはあくまで厚労省のホームページに載っていることですから、そんなに、上が

ってない事例も結構あるとは思うのですけれども、これで、皆さんいろいろワクチンに関して

いろんなご意見お持ちでしょうから、ある程度言う必要はないかと思いますけれども、今、台

湾で 17 歳以下のワクチンを中止していますよね。それはあんまりにも副作用がひどいからと

いうので止めているのですけれども、これは奥州市が事業主体になって、県の指示によってや

ることになっていますけれども、本当にいいのかどうかっていうのは、市の内部では検討され

ているのかどうか、ちょっと伺いたいものがあります。 

あともう一つやはり、この副作用に関して余りにも情報がなさすぎますよね。いいとこばっ

かりで、ベネフィットばっかり言ってリスクの方を全然言っていないということがありますの
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で、これはちょっとまずいではないかと正直個人的に思っております。それと、ワクチン接種

80％超した国、例えばイスラエルとかは、シンガポールとか、スコットランド、イギリス、ア

イスランド、その他はものすごく上昇しておりますね。これも皆さんご存知かどうかわからな

いですけど、とにかくイスラエルは一番最初にやっていましたから、もう 3 回目、4 回目打っ

ているのですけれども、かなりの症状の、症状というか、出ておるっていうのはもう、報道さ

れていないのだけれども、情報としては入っております。ですから本当に報道そのものが偏っ

ているのではないかと思うぐらいですけれども。打った人が、やっぱりひどい症状になるとい

うのは、もう死んだ方が 1,359 人ですし、重篤な人が 5,621 人いるのですよね。これらに対す

る検証が厚労省で前、2 週間に 1 度ぐらいずつやっていますけど、全部先送りになっています

ね。まだ因果関係がない、認められないだけでおしまいになっていますけれども、これあんま

りにも、上からのことばっかりで進めていいのかどうかっていうのは、私個人としては思って

おります。ご意見いろいろあると思うので、特に質問ではないですが、市の方でもそういった

ものは慎重になっていただきたいなと私からは思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。以上です。 

 

千田会長）はい。ほかになければ、11 時半になりますので、皆さんの方から他に、ぜひこれはし

ゃべっておかないとないというのはございますか。よろしいですか。 

 

佐藤部長）はい。いろいろご意見いただきました。ありがとうございました。アピールの部分に

ついては、確かに奥州市下手くそなので、この部分については、子育てに関するアピールの仕

方、今度、市ではシティプロモーションという部門を設置して、少し、市のやっていることを

もっと、わかっていただこうということをやろうというふうに考えておりますし、子育ての部

分についても、もっとみんなにわかっていただけるようにアピールというかですね、皆さんに

もわかっていただけるような、情報提供をして参りたいと思います。 

コロナに関するワクチンの部分ですけれども、これにつきましては、市で何か検証というの

はちょっとできません。全く。そういった専門家もおりませんし、だから言われたとおりただ

進めていいのかという話もありますが、この部分については、奥州医師会とですね、連携はと

っております。小児科医の先生からは、市民の子どもたちを治験者にするのかというような厳

しい言葉もいただいておりますけれども、ただ全体のこのコロナを収束させるために、感染症

収束させるためには、やっぱりワクチン接種しかないのかなと。ただそれをそのまま接種させ

ていいのかという、今お話だと思いますけれども、この部分については、子宮癌関係のワクチ

ン、これについても今度厚生労働省では再開すると、もっとやれということで、副反応は相当

大変だったので、一時押さえていたのをまた再開するというような話もしておりますので、い

ずれ専門家の方々のですね、話を聞きながら進めていくしかない。そしてそれらをちゃんと情

報提供しながら、それぞれの皆さんがそれぞれの判断で接種していただくっていうことしかな

いのかなというふうに思います。ワクチンがすべていいから、みんな接種だっていうような話

でそのままでいいのかって言われますとね、ただ、それを進めないと逆にこの感染症が抑えら

れないのかなというのもありまして、市とすれば、その部分の検証というのはちょっと難しい
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ということだけをお話しておきたい。以上です。よろしくお願いします。 

 

A 委員）私が今言ったのは、ワクチンそのものというより子どもに対してのワクチン接種は、決

めるべきではないと思っております。アメリカではもう 10 万人ぐらい、100 万人ぐらいです

か、5 歳から 11 歳までやっているようですが、公式の発表では、心筋炎が 106 人も出ている

っていうことです。小さな子ですよね。私らが本当に見ているような子どもたちですけれど、

心臓の細胞って、もうわかっていると思いますけど、再生していかないですよね。これはもう

常識ですけど、一度心筋炎になったら、一生その心臓のケアをしていかなきゃないという状況

なっていますので、やっぱり小さな子のうちから、そういうリスクのあるワクチンを進めるべ

きではないのではないかと思っております。それからさっき言ったリスクに関してですけれど、

ベネフィットがあったかどうかっていうことですが、さっきも言いましたとおり、ワクチンの

80％以上超えた国がどんどん増えている。むしろ 0 のところの方が少なくなっているというふ

うなデータもございます。ですから、本当のベネフィットって、嘘じゃないかみたいなのが、

正直言って今見えてきていますので、リスクの方が大きいとも見えてきていますし、そういっ

たことも少し考えた上で、普通の大人の社会としては、ある程度情報をしっかり出すべきでは

ないか。あくまで接種は個人の自由ですから、個人の意思でやるわけですから、情報がないと

ころで踊らされているというのは、ちょっと今の常識とは考えられないなというふうに思って

おります。何とか皆さんも情報を集めていただきたいなと思います。さっき言った数字は厚労

省の発表ですし、厚労省のホームページに出ている数字ですので、要するに、私が適当なデマ

を言っているわけじゃありませんので、その辺はご注意いただきたいと思います。以上です。 

 

千田会長）はい。他にございませんか。ないようでしたら、これで議事を終わりたいと思います。

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。今後も会議のある時は、名指

しするのではなくて、何か意見を持って参加してもらうと助かります。よろしくお願いいたし

ます。それでは、事務局にお願いします。 

 

４ その他 

 

  〔各委員及び事務局から なし〕 

   

５ 閉会 

 

佐藤部長）はい、それでは閉会します。委員の皆様、慎重なご審議、ご意見いただきまして、あ

りがとうございました。これをもちまして、本日の会議を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 （終了 11：30） 


