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平成２６年度第８回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
  開催日時   平成２７年３月２３日（月） 午前１０時～１１時４０分 

  場   所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者       委員 １１名（欠席９名） 

          事務局 ９名 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶  （省略） 

   生まれてすぐからの本の読み聞かせ ～ 是非悔いのない子育てを 

   この１年間に感謝、怒濤の様な子ども・子育ての関連の動きと対応、会議ではなかったかと思

っているが、おかげさまですばらしい形で奥州市独自のものができたかと思っている。委員の皆

様には、奥州市の住みよい子ども・子育てのあり方について、たくさんご協議、提言いただいた。

お礼を申し上げる。                    （教育長退席） 

 

３ 議題 

（１）子ども・子育て支援事業計画（案）に対するパブリックコメントの実施結果について 

パブリックコメントの実施結果について、資料１により事務局から説明。 

 

（13分間資料の目通し） 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員  ３頁№６のあたり。実際保護者からするとそうだろうなと思う。今の段階で分かると思う

が、給食費や預かりの利用料とか時間とかは結構各園でいろいろになってかなり差があるよう

な状態なのか。事業の内容とかを利用支援で説明とかやってかなければならないのは明らかと

思う。以前に伺ったら市役所に支援員とか相談窓口を置く、ということ。私からは例えば子育

て支援センターとかには、支援員という形でなくてもある程度説明できる方、研修は必要と思

うが、そういう方がいれば、保護者の悩みを解消するのに有効でないかと思う。あらためて支

援員として置くのは予算的にもかなり困難でも、各子育て支援センターと、認定こども園だと

子育て支援が必須な事業になっているので、認定こども園で子育て支援に携わる担当職員とか

保育所でやっている地域子育て支援の２号の専任なりでやっている方を対象に研修会なりを市

で開いて、もしそうなった場合はちゃんと説明ができるようにしておく、ということ、予算も

決まったところでなかなか難しいかもしれないが、できないものかと・・・   

事務局   給食費は実費徴収に分類されるもので、各園で材料の調達状況とか弁当の納入とかによ

り異なってくるので、これについては当然園が定める額、本来必要な材料費分ということで徴

収していただくことになる。預かり保育については市として本来は統一したかった。ただしな

かなか国からの情報が示されない中、市でも決められないところがあったので、前に説明会の

中では、一応一定のラインというか目安の額を決めて、これの範囲で各園で設定をしていただ

きたい、というのは、私どもで預かり保育の料金を決める際に各園の料金を見たが、てんでバ

ラバラというか、高いところもあれば安いところがあり、それをいきなり統一してください、

ということになれば園への負担もかなり大きくなってくるし、逆に低いところを上げようとす

れば保護者が当然文句をいうこともあるので、まずは一旦は市が定める基準の範囲内でお願い

する。それ以外に当然施設に対しては補助金という形で運営に対する補助が出るので、あくま

でもその一部が利用者負担という考えに基づいて、その範囲内でお願いしたい、ということで

説明している。いずれ統一できればと、どの園を使っても同じ、というのが理想なのでそうし

たが、現状からすれば実は預かり時間もまちまちだったりする、午前の教育時間が１時半で 
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終わるところもあれば３時でおわるところもあるので、それ以降のサービスが同じでいいのか、

要は４時間預かりやっても２時間でも、たとえば８千円でいいのかということが生じてくるの

で、その辺は今後やりながらの検討課題となるのかと思っている。なお、参考までに保育所の

預かり保育、一時預かりについては今回統一の方向で取りまとめになっているところだ。 

 ２点目、事業内容の周知相談にかかる、いわゆる利用者支援について、以前Ａ委員から市役

所だけでなくということでの提案をいただいている。これについては 27年度で検討ということ

ではあったが、前々から利用者支援というものができた段階で、やはり当市としても地域子育

て支援センターの活用ができないものかと考えた。ただ、正直な話どこまでセンターに協力い

ただけるか、ただでさえ膨大な事務なり相談をやっている中でどこまでできるか、と考えてみ

たが、いずれこれについてはやはり在宅の方が身近に使っている支援センター等の活用という

のは考えていきたいと思っている。ただ、支援員という位置付けだとやる方がかなり厳しいか

と思うので、その辺は支援センター持っている方にはまずＡ委員のとおり、最低限の情報が  

提供できればいいかということで、研修についても今後考えていきたいと思う。 

Ｂ委員  感想とか思いを。Ｐ２ ２番、Ｐ４。 子育てにかかる費用を国が全部負わないといけな

いのか、というところに引っかかった。でも日本をしょって立つ子どもたちを育てることは国

をあげてやっていかなければ、でもそのための費用を全部だしますよ、ということではないん

じゃないのかな、と思いながら、でも２番のところで、やっぱり働く環境を整えない限りはい

い子育てができないし、・・・・・・も育っていかないんじゃないかな、というような問題。     

そこは奥州市だけでできるものではないが、・・・・・奥州市で方向付けながら Ｐ４の 20 番

のあたり、こういうところを基本に据えながら働きやすい環境を、そういうことをきちんと据

え置くことが大事と思った。 

Ｃ委員  短い期間でまとめたに関わらず、意外と的を得た意見が出されているな、と。もっとマイ

ナス意見がかなり多いんじゃないかと、あるいは訳がわからないとか、ここはどうなんだ、と

かいう意見がくるんじゃないかと思っていたが、そうではなくて見ている人はきちっと見てい

るというのが正直な感想。やっぱりどうしても時間をかけないでだしたなら、かなりの見えな

い部分があるのかな、何を質問したらいいかわからないということがあるのかな、そして   

隠れた意見がかなりいっぱいあるのか、と、その辺を実際来年度から始まるので注意深く制度

を見直していかなければならないと・・。はじめてしまうので、より良い制度に見直して行っ

たらいいのではないかというのが私の考え。 

Ｄ委員  Ｐ３ ６番  子ども２人が市立幼稚園にお世話になろうかと、４月 10日入園式だ。そこ

でわかることが   ＰＴＡに出てみたら、夏、冬休み前は２カ月分まとめて徴収する分があ

ったりして、２ヶ月分で済むところ２人入園なので４ヶ月分、 倍、倍ということで、ちょっ

とこの辺個別でもいいので対応策を考えていただいきたいことが１点。 

     Ｐ６ 19番と関連。障がいの一つとして発達障がいのほかに食物アレルギーのことが非常

に多く、周りでも私の子どもも。食べられるものが限られているなかで市立の幼稚園に相談し

たら 「何を食べさせるの」ということで、おかず給食だったり、入園式後にはおやつがはじ

まる、とのことで、こちらも非常に急いで検査・・・・どれくらいで反応が出るかを急いで出

さなければいけないということになっていて。たとえば・・・別に給食センターだったり、市

立の幼稚園ではどのような対応しているのか伺いたい。  

事務局  １点目の長期休業時の保育料について、私立幼稚園ではそれぞれでやられているのですが、

公立については保育料が毎月月末支払いということでお願いしているところ。なので２月分ま

とめて支払う、というのがいろんなじゅ給負担分なのかということになると思うが、そのへん

は園に確認させていただければと思う。保育料については毎月だ。 

    アレルギーについて。公立幼稚園では自園給食ではなく搬入形式なので、お願いしている業

者に除去をお願いする形である、アレルギーに対する対応としては父母空の聞き取りだけでな

く、基本的にはお子さんの成長に絡むことなので、たとえばお母さんが、この子はアレルギー

っぽいからこの食材は与えないでください、とお母さん独自の判断であればその子の成長に大

きく関わってくる問題になる。幼稚園の関わらず保育所でもだが、アレルギーの対応は必ず医
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者の診断をいただくこと、としている。でないと必要な栄養素を取れないことが想定される、

ことになるのでその辺は面倒だが協力をいただければと思う。 

Ｄ委員  医者の診断の結果を提出した。 

事務局  どの程度の？ 

Ｄ委員  程度のこともなんだが、だから、「どうするの？」って言われたときに、「どうするの」っ

て、なにか・・・・リスクマネジメントしてないんですか、っていう感じで、なんか他の幼稚

園の食物アレルギー、奥州市でグーグルで・・・すと、他の私立の幼稚園は栄養士はもちろん

いるし、看護師もいるから、非常に・・・  という印象だったが、 その差はなんなんだろ

うな、と４月 10日入園だがすごく不安だ。園長先生もちょっと怒っていて。 

事務局  いずれ搬入形式、お弁当頼んで取り寄せになってしまう、どうしても。まず自園調理が各

幼稚園でできていないので。 

Ｄ委員  では給食センターみたいなところでは、除去このくらい、と医者からこのくらい指示があ

れば抜くこと、という対応して・・ 

事務局  それを園通して依頼ができるはずだ。いままでもそうしているお子さんがいるはずなので。 

Ｄ委員  なんか小学校になるとお母さんがお弁当作っている子もいるんだよ、と。いずみ保育園の

給食に携わっている方が、知り合いなので聞いたら、じゃ小学校もないの？除去食とか・・認

識してしまって。 

事務局  小学校については給食を提供しているので、その子のアレルギー調査を毎年行って、その

上でどういった対応が必要かを個々に検討してやっている状況。 

    それらについては個別に・・。 

Ａ委員  今聞いて、一般的な話になるが。 

    実際、業者からの取り寄せの給食になっていると、その子のアレルギーの強さとか、なにに

出るかによって業者のほうでも責任が持てない、と。出して、もし調理過程とか、前に他の調

理するときに使っていたものが何かで混ざったりした場合に、命の危険性があるという判断に

なった場合には、業者の方でもこれは受けることができない、ということがある。 

    以前小学校でも、除去して大丈夫、除去で対応できるのか、それともアレルギーの種類が多

いとか、それが強く劇的な症状を起こす場合には、調理過程でどうしても混ざってしまいと命

に関わるという場合には、除去で対応できないから保護者に作ってきてもらうとかという可能

性もある。 

    初めに除去ということではない。対応できるのはもちろん業者でも幼稚園、保育所、小学校

でも対応できるくらいのレベルであれば対応はもちろんするのだが、その対応の中でやはり命

に関わることが可能性が考えられるときには、その子の命が大事なので、こちらではできませ

ん、という場合があり得る、というふうに今の学校教育ではなっているようだ、参考までに。 

Ｃ委員  アレルギーの受診に関して。残念ながらどこの小児科でもアレルギーの検査をきちっとや

っていただける病院は非常に少ない。受診にあたっては、日本のアレルギー学会の会員である 

お医者さんを・・・・・。残念ながら北上になる、・・・・その辺も・・・・。 

会長   この意見内容については、いただい意見をもとにしながら、これをホームページに公開す

る、と、ただし、対応策は（２）の対応策も入れてホームページで公開する、ということでい

きたい。委員には出来上がってから後日送付、ということでよろしくお願いしたい。 

 

    

（２）子ども・子育て支援事業計画（案）について 

子ども・子育て支援事業計画（案）について、前回送付（パブリックコメント時）からの修正

箇所を事務局から説明。 

 

会長   意見がなく、これでよろしいか。 

    では、この修正についてはこれで意見集約とさせていただく。 
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４ その他 

 事務局説明 

（１）「27年度子ども・子育て支援事業に係る予算案」について 

    前回会議で今計画に係る予算がどの程度になるか、との質問があったので提示したもの。 

   なお、これ（提示した資料）については、27年度奥州市議会第１回定例会に提案中でまだ可 

   ていなので予算案ということで出しているので了承いただきたい。 

    （内容説明） 

 

〔質問・意見〕 

   

Ａ委員  「その他子育て関連事業」の「運営補助事業・私立幼稚園（障害児支援）」となってい 

るのは新制度に移行しない３園分か。上（就園奨励事業）には３園分と書いてあるので下

はどうかと。 

     もう一つ、上の方に計上されているものが結局、施設型給付の市からの分、補助事業の 

対象科目というか、というふうに考えていいのか、予算書とか今いろいろ作ったり、理事 

会とかあったりする。予算とか計算ソフトがまだ認定こども園分がなかったりでどう計上 

かければいいのか、昨年度と全く同じにするわけにも制度変わるということでいかず、人 

数からの公定価格は計算できるが、市からの補助事業というと、どういうふうに、どれが 

対象になって、どれくらい、がさっぱりわからない。これが対象科目として考えてもらっ 

てていい、程度に教えてもらえれば有り難い。 

  事務局  障害児支援に関して、計画の方でも新たに認定こども園の分ということで計上したが、 

     実はこれが出る前から認定こども園であろうがなんだろうが、いずれ私立幼稚園に関して

は基本的には重度に関しては国県の補助がある。その対象とならない軽度の子を対象にこ

の予算を確保したもの。ただ、見落としだったかもしれないが予算を組んだ後に認定こど

も園分が上がってきて、認定こども園の重度の子の分が漏れているかと思ったが、いずれ

幼稚園についてはこの中身だし、保育所に関しては上の「障害児保育事業・私立保育所」 

     で、認定こども園であるか否かに関わらず幼稚園なのか保育所なのかでこういった予算ど

りをこれまでどおりしている。  

 Ａ委員   １号なのか、２・３号なのかで分かれる、ということか。 

 事務局   ということになる。いずれ不足が出れば補正対応ということもあるがまずはこれで考

えていく。 

      ２点目は事業所系になるのでこの会議ではどうかと思う、がまずはこれまでどおり組ん

でいただくしかないのかと思っている。若干補助金の額が変更になっている部分もあるが

大きくは変わっていないので、８月のソフトの高いところで計算していただければと思う。 

Ｃ委員   「私立保育所保育士処遇改善事業」は 25、26 年度で終わりかと思っていたが、27 年

度も計上になるのか。・・・・。 

事務局   これは国の予算の前に組んだものなので、恐らくこれは公定価格の中に組み込まれる

ものと理解している。きちんと確認してから事業者にはお知らせする。 

 

（２）子ども・子育て支援事業計画について 

事務局   本日の意見等を反映、確認、県の方に確認ということで報告させていただき、今後市

長決裁を経て確定ということで、４月１日から施行する形になる。 

さらに、皆様から検討いただいた保育料については、今回の議会で可決した。皆様に提

案した内容で可決したことを報告する。 

ほか、平成 27 年度以降の子ども・子育て会議について、先程教育長が申し上げた通り、

委員の皆様にはいろいろと忙しい中、会議に参加いただき、また種々ご協力いただきまし

たことに感謝申し上げる。委員の任期はご存じのとおり３月 31日をもって満了となる。こ

ちらとしては、いろいろ市民の意見等、計画の進行状況を確認していただきたいと考えて



 5 

いるので、今後もこの子ども・子育て会議を継続していくことにしたいので、来年度以降

は年２回ほどの会議、年度当初と末ということで、年度当初については委員の委嘱、会長、

副会長の選任、事業計画について新委員について説明申し上げる、ことを考えている。年

度末については、事業計画の実施状況を確認いただき次年度に繋げていくことで考えてい

る。また、場合によっては必要であれば計画の確認という部分でさらに会議を開催するこ

とは考えているので、各団体から推薦いただいている委員についてはさらに次年度も推薦

いただくようこちらから働きかけていきたいと思うのでよろしくお願いしたい。    

公募委員については改めて公募という形で対応するのでよろしくお願いしたい。 

 

〔質問・意見〕 

 

 Ａ委員  今説明があったが、支援事業計画の点検及び評価がこの会の役割となるということで、

国の会議でも「点検及び評価について」という資料出しているところで、たぶん事務局で

もご覧なっていると思うが、結構内容が実施状況をちゃんと見て、費用の使途実績等の実

績評価して、さらに結果を公表して、それに基づいて対策をする、という内容になってい

るし、また、公立も教育・保育施設も全部それに含めるということになるし、あと利用者

の視点に立った指標を設定してくれ、とか、保育の質について、ほんとに保育の質の向上

に資しているか、についてもちゃんと検討してくれとかというふうに書いてあって、年２

回というのがそうかなあ、というのが一つと、まあ、国からもうすぐまた下りてくると思

うのでそれを見てということになるとは思うが。 

  あと国資料の中で、計画全体の成果の指標例が子育て支援全般についての住民満足度と

資料では書いてあるが、国の会議でも話は出ていたが、子育て支援についての住民満足度

だけで計ると、子どもにとってどうなのか、という視点があまりにもそれだとなくて、保

護者の方が満足すればいい、というものではちょっと教育・保育の世界はそう・・ばっか

りだと偏ってしまうので、国の資料では   載っているが、子どもにとってどうなのか、

という視点もその満足度調査、やるかどうかわからないが、やるのであればちゃんと子ど

もにとってどうなのか、  入れていただければいいと思う。あと点検調査のときに、利

用者、あと事業者のヒヤリングやアンケート調査等もやった方がいいのではないか、と書

いているので、是非利用者、事業者へのアンケートは当然やると思うが、ヒヤリングとも

書いているので、アンケートだけではなかなかでてこないものについてはヒヤリングを通

してしっかり聴取してもらって、行政の方では、利用者は案外言いたい放題というか、そ

ういう内容が来たりするが、実際そこにこれはこういう理由だ、とか、こういうふうなら 

できるよ、とか、こうなっているからここはこういう状況だよ、とか、これは実際やって

いるよ、とか、しっかり回答してもらって、周知というより対話してもらって、たいへん

だと思うが、対話することで、こういうふうにいっていたな、とか、これが回答で公表さ

れることで、こういう疑問が出たがこういう理由でできない  こういうふううにすれば

できるんじゃないか、とかで広がっていくので、でないといつまで経っても市民の方が言

いっぱなしじゃないが、分からないから言ってしまって、行政のほうでは、あ、また同じ

ようなこと言ってるな、こういう理由でできないのなんで分からないんだろう、というの

を繰り返していてお互いに不幸は感じ  行政だけでなく子育て支援センターの担当者に

もこういうのが聞かれるみたいだから事業説明していけば、だんだんに草の根じゃないけ

れど少しずつ広がっていけば、よりよい住民満足度につながっていくと思う。事業計画立

てて終わりというのでは全くないですし、事務局でもそうは思っていないと思うので、事

業評価したりとか、あと実際始まってみると恐らく、ああこんなはずじゃなかったとか、

問題になったところがたくさん出ると思うので、来年ぐらいはもうちょっと丁寧に会議で

やられた方がいいのではと思ったのでその辺を。 

 会長   要望ということでよいか。 

      ほかになければ終わりにしてよろしいか。 
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５ 閉会 

    会長  忙しいところほんとにお集まりいただきありがとうございました。そして私たち２

年間頑張ってきたつもりです。本当にご苦労様でした。自分の仕事削って来た方がたくさ

んおられると思いますので有り難かったなと思います。すばらしい事業計画が、何もない

ところからこういうものが出来上がったということは、本当によかったというふうに私自

身思っています。この計画をこれから試行錯誤しながら、見直しをしながらよりよいもの

に作っていくということでしたので、私たちもその中の一つの手助けと反映できればいい

のかなと思っています。 ２年間本当にどうもありがとうございました。これで終わりま

す。    

 


