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平成２６年度第７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１月２８日（水） 午前１０時～１１時４５分 

  場   所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者       委員 １４名（欠席６名） 

          事務局 ９名 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶  （省略） 

 

３ 議題 

（１）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、既配布資料により、修正箇所と意見等に対する

見解を事務局から説明。 

   そのうち、「少子化」「人口減少」に関する取組みについて、藤原少子人口対策室長から説明が

あった。 

   ―― 人口対策の関係ですが、子育てに関することは、人口対策にとっても欠かせないものと

なっている。現在人口減少対策の方針の見直しの作業を行っているが、その中でも子育て

支援に関する課題が多く出されている。当市においては、今まで「子育て環境ナンバーワ

ンプラン」に取り組んできたが、実際に人口は減り続けている状況にある。ただ、そのナ

ンバーワンプランが効果がなかった、ということではなくて、その取組みがあったからこ

そ現在の人口減少にとどまっている、と捉えている。    

人口減少は日本全体の問題で、急に人口が増えるような対策はなかなかないのが現状だ。

この子ども・子育て支援計画のように、このような事業を着実に進めていくことで、将来

的に人口減少に歯止めをかけることができると考えている。 

その現在の奥州市の人口対策の進め方だが、昨年の５月に日本創生会議のいわゆる増田

リポートということで、市や町が消滅する、という衝撃的な発表があったわけだが、全国

的にそういう人口減少に対する危機感が高まってきているところだが、当市においても全

体の取組みを見直す、ということで、体制の見直しを行っている。 

当初「少子人口対策推進本部」があったが、それを「人口減少対策本部」として出動さ

せている。それから外部の委員からなる「少子人口対策推進本部」と「移住促進協議会」

というのがあったが、一つにして総合的に人口減少対策を推進していくということで「人

口減少対策協議会」を発足させている。まだ、１回しか開催していないが、いろいろ関連

があることも多いので、これから情報交換を行いながら、連携を高めながら進めていきた

いと考えている。 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員   前回指摘した点などすべて回答頂き有り難い。「小学校就学前」を入れるのがかなり大変

だったと思う。記載内容、「小学校就学前」のところで、P２の総合計画の中では、まだ「就

学前教育の充実」とか「就学前教育の・・・」となっているがここは変えられないのか、

と、気になったが P15 からのニーズ調査のところで調査概要のところなどそのままで、こ

れはニーズ調査で出した以上、記載内容が変わるとおかしなことになるという配慮かと思

う。で、グラフの説明文も全部「小学校」が入ってきている。ただ解釈の部分になると「小

学校」全部入ってきている、逆にこれだとわかりづらくなるのかとも思う。ニーズ調査と

回答、解説の部分だけはあえて入れない方が分かりやすいのかと読んでいて思ったりとか、

「就学前」のところニーズ調査も他の頁との整合性を考えて入れるというのであれば、調
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査概要の中とか、グラフの説明文のところも全部入れるとか、どちらか合わせた方がいい

と思った。 

      非常に細かいが、P53 の障害児施策のところ、最近文科省では障害児の「がい」を漢字

で書いていた。国の子ども・子育て支援法の方をみても「がい」が漢字になっている。放

課後こども教室とかここに載っていないが、放課後子ども教室の場合は「ども」が漢字、

最近文科省では漢字表記するように変わってきているので、もし他の施策とのからみがあ

るので直すかどうかは考えてからと思うが、最近の文科省的な最近の表記を見ていると記

載が変わってきているので気になったので指摘のみにさせていただく。 

 事務局  この計画は子ども・子育て支援法の表記によりさせていただいたが、総合計画ではこの

ように「小学校」部分はあえて計画上の文言とするので「小学校」は除いた形でさせてい

ただきたいと考えている。 

      ニーズ調査の部分は、実はグラフ等の部分「小学校」はあえて付記しなかったのは、調

査している時点では「小学校」の文言を加えていないので、あえて文章上の表現だけ、説

明の部分だけ今回は修正した。これについては統一する方向で、了解いただけるならニー

ズ調査に沿ったという形で統一させていただく。 

      P53 の障害児に対する表現だが、奥州市の内規により表記している。奥州市の場合は、

ひとを表す場合はひらがな表記というルールになっているので、このままひらがなにさせ

ていただく。 

 Ｂ委員  P2「奥州市子ども・子育て支援事業計画」の中の「就学前教育・・・」のところも「小

学校」入れない、ということでいいのか。前回私がお願いした「上位計画・関連計画を明

確にしてください」のところは、この表でよく分かった。ついては P1の文言のところまで

ということではなかったので、ここは逆に「上位計画であり、同後期計画の」となってい

るが、あえていれるとちょっと○○○のような印象を持った。P２の表で分かるので、当初

案のままでよかったのではと思った。 

 事務局  １点目、P２の支援事業計画については、再度内部で検討して。支援法から考えると「小

学校」を入れた方が統一性が図れるかという部分もあるが、他の部分と法律等内規等確認

してから修正検討させていただく。 

      P１は委員からの指摘とういことではなかったが、この表記のほうがいいとしたところだ

が、他の文章とのかかわりもあるので検討させていただく。 

 会長   この会議で確認した部分については必ず入れる、と。他の計画とのかかわりがある場合

はそちらの方と勘案しながら、検討しながらやっていく、ということにしたいとのことだ

ったのでそのようにしていくことにする。 

 Ｃ委員  この前話した少子人口減少の件にすばやく対応していただき有り難い。 

      ひとつ生活しながら気になっているのは、公立病院で○○の産婦人科の施設がない、        

現状では○○○○の部分があって、なかなか子ども産みたくても苦労している部分がある。 

     そういうあたり奥州市としてもなんとか対策をとっていただけないものか。 

      障がい児の対応だが、園では一生懸命対応している。ただ、そのノウハウを培って専門

家になる部分ではないと思うので、一生懸命支援センターとかにつないでいるが、そこか

ら先の進みが悪い。その辺の当たりをもう少し専門機関につなげるような形にしていただ

く働きをしていただきたいところがある。 

 会長   産婦人科の設置については、この場での要望があったということで、連携してつなげる

ように事務局にお願いしたい。 

 事務局  （障がい児の進みが悪い・・）委員言われるとおり。こちらでもできるだけ専門員とか

周辺の部分にかかわりをもって更に進めていくように検討しているが、やはりみんなが考

えるような形に整っていくというのが難しい状況だが、実際計画にもあるので、できるだ

け要望に応えられるよう計画を進めていきたいと考えている。 

 会長   何回も電話したり、福祉の機関に連絡をとるとか、あきらめずにこの方には載るわけで

すからやっていったらいいと思う。難しいところだがよろしく願いたい。 
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 Ｂ委員   今のに関連して、障害児施策についてはニーズ調査していなかったと聞いている。今、

奥州市の方では障害福祉計画の見直しをして今新しくしようとしている、新年度に向けて。    

その中で、○○資料見たところ、正式名称忘れたが、児童発達支援センターか、児童療育

センターかを利用する見込みが５人と書いてあって、果たしてそれは全数なんだろうかと

いう疑問を持っていた。いただきたい○○としては、障害福祉部門と緊密に連携をとって

いただき、本当に５人なのか、違うんじゃないか、で、障害福祉部門では保護者に全数調

査していない、あくまでも施設のほうにしかやっていない、施設に対するアンケート調査

だったと聞いている。○○○○は私のみだったような気がするし、そういった部分につい

ては、こちらでは文章で盛り込むことを電話では聞いているが、是非本当に障害施策の数

的な把握だとか対応方針だとか具体性を持って障害福祉部門と緊密な連携をとってもらい

たい、という要望だ。 

 Ａ委員  Ｐ12 放課後こども教室事業だが、文科省はすべて漢字表記に変えてきているので、「ど

も」がひらがなになっているのでここは修正を願う部分だ。 

      障害福祉関係については、以前私立幼稚園のほうでも、園で気になる子とか支援が必要

な子とか、アンケートをとって支援が必要な子の人数このくらいいるよ、とまとめて市に

提出したこともあった。(今もやっている)今もやっているそうなので、そのように市に情

報が上がっている○○については、教育なのか、福祉なのかはあるかもしれないが、せっ

かくあがった情報は是非活用していただき、全体支援ができるようにしてほしい。 

 Ｃ委員  今のアンケート、毎年挙げているが、うちの方すごく人数が多くて、数が多いからカッ

トしろ、というような指示が今年度あって、それはないだろう、と思うのだが。予算との

絡みがあるのであればそれは別立てにした方がいいと思う。現状はこれだけいる、と、い

るだけあげさせてほしい。これは小学校との接続に重大なことが関わってくるものなので、

こういう子どもたちがいることを把握しておく必要があるのではないかと思う。 

 Ａ委員  奥州市では発達支援センターがあって、という形にはなっているが、他の地域、他県等

みると、拠点があって来るのを待っている、というよりは、専門員、専門性のある方が幼

稚園、保育園をどんどん巡回、訪問する、という、今も年１回くらいは巡回をやっている

が、それに加えて、園の方で、こういう子がいて気になるとか、すぐ専門的な方が        

回ってくる体制がとれるような、そちらの話を聞くと支援につなげるためにはかなり   

非常に有効だということ。奥州市の市議会がそういうところを視察にいっているというこ

とが以前あったと思う。専門性ある方なので人員的にも確保も大変だし、拠点があってさ

らに回って歩くというのは大変で難しいのかもしれないが、今後考えてそのような施策も

あるということを検討していただければと思う。 

 Ｄ委員  今、お母さん達の噂では、第３子無料というのが１年後にはなくなるとか、不安な言葉

が聞こえてくる。それでこういう会議をして、子どもが安全に暮らせるように制度は整っ

てきていると思うが。Ｐ２の「地域の個性がひかり輝く・・」と謳うくらいだったら、も

うちょっとお母さんたちが食いつくような何か個性的なものがもっとあったら、すごくこ

ういう子育て支援会議もいきるのかな、と思う。 

 事務局  「第３子無料」については、今 300 項目というところで現在検討中だ。奥州市の第３子

については、年齢制限、親が扶養していればすべての子ども、だし、所得制限も一切ない、

という、非課税世帯だけでなく課税世帯もすべて、ということになっている。年齢制限が

ないということは、国の方では年齢制限設けているが、たまたま 18歳以上でも仕事してい

なくて親の扶養になっていれば、同居していなくてもすべて第３子とみなして、３番目の 

     子にはそうしている状況もあるし、税金を投入しているということもあるので、所得に応

じた平等性という部分を検討させていただいている部分だ。まるきり廃止というのではな

く、国の基準を踏まえながら、いかに市民に税金を反映するために平等性を検討している、

ただ、全ての人に満足がいく結果が得られるというのは難しいかもしれないが、現段階は

検討しているという状況だ。なので、方向性はこうだ、ということを話すことはできない

状況だ。 
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 Ｅ委員  私は民生児童委員の代表ということできているのが、いままで委員の話を聞いてきたの

で要望ということで話したい。 

      私たち民生児童委員は奥州市に 290 名ほどいる。中で特に主任児童委員という方々が子

どもたちの担当をしていて、今 32 名ほどいる。32 名の主任児童委員の情報がなかなかは

いってこない、ということがあって、児童虐待防止対策とかひとり親家庭とか、あるいは

障がい児とか。いわゆる民生児童委員には世帯個票が全部配られている。その中からいろ

いろ推察して分かるのだが、主任児童委員は範囲が広いため、そういう情報が全くない中

で活動しているということなので、もし、ひとり親家庭のリスト、障がい児の名簿、普通

に言えば個人情報になるが。私たちには奥州市では全部開かれていて、岩手県内でも大分

情報開示されている。特に守秘義務があるので、そういうことで情報をいただいている。 

     是非主任児童委員にもそういう情報提供を是非検討いただきたいと思う。要望だ。 

 会長   今の話を聞き、学校関係、地域の関係もいるのでそれぞれのところで情報を交換できれ

ばいいか、と思った。 

 Ｆ委員  事業計画のまとめに感謝。ただ、あたりまえのことだが、健全な財政基盤があってはじ

めてこの計画ができるのであって、健全な財政基盤があってちゃんとした社会保障ができ

て子育てができて、というサークルになると思う。この健全な財政基盤を築くために    

この子育ての施策というのをどういうふうに働きかけていかなければならないのか。  

これは子どもに対しては、将来的な健全な財政基盤はこの子どもたちに担われているんだ、

ということを確認していかなければならないと思う。子どもに対する投資というものは有

効な投資であって、きちっとした、ちゃんとした成長が支えられれば 子どもたちはこの

地域で有効な地域のための良き働き手になるのだ、ということをこの計画の中に基礎とし

て、基盤として確認していければいい。そのことを少しはずれてしまうが、財政基盤をど

ういうふうにして築いていかなければならないか、子どもをしっかり育てるということも

あるが、それに関連して地場産業をきちっと私たちなりに支えていかなければいけないし、    

有効なものは何かということを声を出していかなければならないと感じた。 

 Ａ委員  Ｄ委員からメニューのなかにきらっと光るもの、という話が出たが、実際、国の方で予

算をやってメニューを出してきて、そのメニューに則ったというふうにどうしてもなりが

ちになるが、実際住んでいる若い人たちとか子ども育てている人たちのニーズというか、

今回ニーズ調査もしているが、どういうニーズがあってというあたり、奥州市としてどう

いうふうに、国はこういっているが、奥州市としては住んでいる人たちがこういうところ

が必要というから、ここに重点を置く、ここを手厚くするということがあってもいいと思

う。で、そういうふうなことをやるときに今、人口対策の会議の方ではどれくらい若い人

たちが参加していて、というか、意見を聞く体制ができているのか。やるからにはニーズ

把握して、奥州市の若い人たちが必要な分にちゃんと予算を請求するくらいの会議でない

とやっている意味があまりないような気がするが、現在、人選いろいろ出ているが平均年

齢はどれくらいなっていて、若い人たちの意見がどれくらい反映される体制になっている

のか。 

 事務局  各団体の代表の方が主で、特に若い方、・・・はいらっしゃるが、平均年齢はそんなに若

くない。○○○でも検討しているが、それは市役所の中でも比較的若い職員を集めて、対

策についていろいろ意見を出してもらおう、ということで進めている。 

 Ａ委員  行政の中の担当の人たちが若いといっても、それは行政の中だといろんなしがらみとい

うか、分かっている中でしか出しづらかったりもするのかと思うので、言い方は変だが、

一般の方、しがらみのない若い方、これからの人たち、今実際の人たちがいかにアイデア

を寄せて、それに対応ができるように。いっぱい意見あるのに出しづらいから出していな

いとか、いらっしゃると思うので、他の会議でスケジュールがあったり、国のメニューの

方で決まっていたりとかして、出し切れないとか反映仕切れない部分があるようなときに    

○○あるのですから、何とか実際のニーズを聞けるようにして、それをなんとか反映させ

ていく補完体制になればいいかと思う。 
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 Ｄ委員   先程の意見に対する回答で「平等性」ということがあったが、困っているのは子育て

している低所得の方だ。高所得の方に支援しても平等性という意味では意味はあるが、無

駄ではないが、もう少し違うところに回せるお金、やはり、国の方針の方が正しいと思う

ことがすごくあって、子ども産みたいけど小さいうちは自分の手で育てたい、という意見

がすごくあるので、もっと産みたい、家にいたい、そうすると収入が少ない、そういうよ

うな支援になるような形で上手にお金が使われればいいのかな、と思う。 

 事務局   低所得者に厚くという部分を考え、いろいろけんとうさせていただいているので、貴

重な意見に感謝。 

 Ｃ委員   Ｆ委員の意見はすごく切実なことと思う。やはり根っこはいかにしてこの奥州市が住

みよい町になるか、そこが根っこで、そうあれば子育てもしやすくなる、ということなの

でそのからみでやはり施策も進めていただきたいし、いろいろなものが付随して出てくる

が、根っこやっぱり、奥州市が元気で、住みよくて、ここ住んでいることが楽しいよ、と

いうような市にしていくことが一番大事ではないのかなと、それが人口減対策になると思

うので、具体的な対策をみんなで持ち寄って進めていっていただきたいと思う。 

 Ａ委員  その他で触れようと思ったが。国の会議で「実費徴収にかかる補足給付を行う事業」     

が出てきて、具体的な中身が出てきた。子育て給付事業というのは、低所得の方々に対し

て１号認定のこどものたとえば給食費、行事費を補てんする、という事業。なぜかという

と１号認定のこどもは給食費については制度上何の補助もない、２号、３号の子たちは給

食費込みの利用料になっているので、給食費まで含めて負担軽減されていて、これでは１

号認定の子たちについて給食費だけが全額負担になるから、それはちょっと大変なのでは

ないかと、そのような実費徴収、給食費だったり行事費、教材費など補足給付事業という

ことで、市の方で補てんというか支援していい、という事業が、いままでも書いてあった

が一文だけで中身がなかったが、最近の会議で出てきて、イメージの方ではたとえば、     

生活保護世帯第１階層について給食費等を補てんするという、これは生活保護世帯第１階

層のみとしているが。このような事業の中身が出てきているので、困窮世帯対策のために

もこのような事業についても奥州市で取り組まれてはいかがかと。実際、私立幼稚園から

認定こども園になっている中では、以前からのからみで就園奨励費、給食費と利用料、給

食費込みでいままでやっていた施設があるが、そのような施設も今度。利用者負担出たの

を受けて、給食費と利用者負担に分けるように体制を変えるという施設もいくらかあると

聞いている。その施設に通っている子どもたちは、今まで利用者負担に給食費が入ってい

たので、就園奨励費でほぼ全額戻る、だから自己負担はなく通えていた状態が、     

給食費の分だけ毎月３千円か４千円を 12か月分払わなければならなくなる、負担が０だっ

たのがいきなり４万とかにいってしまう世帯が出てくることになると思う。それに対して

激変緩和もあって園の方で負担軽減独自で行うところもあるだろうし、園の方の負担が大

きすぎるのでそこまでやれない園とかいろいろでてくると思うが、せめて生活保護世帯第

１階層の方だけでも、市の方で、国にある実費徴収にかかる補足給付を行う事業を行うこ

とになれば、第１階層の方であれば対象となるということで、施設の負担、保護者の負担

を軽減できる可能性があると思う。今、予算固まっている部分があったり、公定価格の見

直しがかかってかなりの増額で大変なところだが是非検討していただければ。 

一時預かり事業についても幼稚園型、一般型で内容が二転三転していることもあって、

事業者の方ではかなり分かりづらいまま、もう４月を迎えることになりかねないので、あ

くまでも実施主体が市町村ということで、国はメニューは出すが中身については市町村が

決めてやってという部分が多いので、中身ほとんど決まっていると思うので、奥州市では

こうやる、というのを事業者向けに早めに説明会なり、知らせてほしい。一時預かりと延

長保育のあたり。延長時間も、あまりにも開始時間、終了時間で、短時間保育８時間の部

分で、何時に始まって、じゃあ利用料どうするのか、というあたりが、あまりにも各施設

でばらばらだと園により迎えの時間の幅がありすぎるのもいかがなものか、と。市の方で   

目安的なものを可能であれば出していただき、このあたりでどうか、という説明会をして
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いただきたい。 

子育て支援員の研修事業が市の方で出てくると思う。最近、岩手県で「新こどもプラン」

だったかの説明会に参加してきたが、子育て支援員の研修事業について岩手県では児童ク

ラブの分しかしない、メニュー的には児童クラブだけだ、と。小規模保育とか子育て支援

の部分は市だ、という話だったので、支援員が必要になるが、来年度から必要になってく

る資格なので市でどのようにやっていただけるのか、合わせて検討してていただきたい。 

 事務局   実費徴収の補足については、掌握しているが、新年度予算が２月議会にかかる関係で、

財源等はほぼ確定しているというのが現状、この中で新制度にかかる負担は相当額という

ことで、内々予算見込みは財政サイドに知らせているので必要最低限の部分は確保してい

るが、ただし、第３子の部分と単独で実際実施している補助とでは現在見直しを図ってい

るところなので、単独の部分、今後どのように財源を生み出していくか、が市としては検

討課題だ。なので、実費徴収の補足給付の部分は来年度当初から実施できるというのは難

しい。今後よりよい方向で、できるだけ低所得者、生活保護世帯の方によりよく○○   

できるように、担当課としては働きかけていく所存だが、財源が伴うことなので貴重な意

見として伺っておく。 

      一時預かり、延長保育についての説明会は早めに開けるようにしたい。 

 Ａ委員  予算の関係では、国の想定は生活保護世帯なので、そこまでものすごいことになるのか、

と。２号認定で利用料、給食費全部みられていたのに、１号に行ったとたんに給食費は全

額払って、となったときの負担の差を考えると、せめて第１階層だけでも、そんなに対象

者にならないのかと思うので、是非そのあたりは再度、第２階層以上にあげて、対象人数

が多くなればまた大変になるが、第１階層であってもかまわないので、何かしら検討して

いただければと思う。 

 Ｇ委員   虐待のことで。子どもの居場所、パスレルハウスとかホワイトキャンパスに声掛けい

ただき、11月からお世話になっているが、そこでの子どもたち○○○感情を私にぶつけて

くる中で、やっぱり家庭が冷め切っている、と感じる。そういう家庭で子どもたちが育っ

て、果たして子どもを産みたいか、次世代に子どもを産み育てたいか、という、なんとい

うか負のスパイラルじゃあないけれど、悪循環の感じになってしまうので、ここは少子化

とか人口問題・・・・・ていけるように、育てられる側がちゃんとした、あたりまえの生

活を受けれるような支援をするためにももっと家庭に踏み込んでもいいんじゃないか と

感じたし、自らできることも限られているし、やはりもっと子どもたちの方に目をむけて

あげて、その家庭に踏み込んでいく、という市の姿勢が私はみたい、と期待している。    

Ｄ委員  少子人口対策に対する意見になるかもしれないが、私第１子が５年生だが、そのちょっ

と前に「衣川で産むとお祝い金が 10万円もらえる」ということがあった。でもたまたま産

んでしまってそういうのは・・・・。でもテレビで見ていると「一人目産むと 50万、二人

目 150 万、三人目 300 万とか」というところがあってすごく魅力的だ。そんなにもらえる

んだったらそこで育てようか、となるかもしれないし、すごく魅力的だし、ピンポイント

で産んだ人にお祝いだからすごくいいと思う、無駄がないし。そういうのもあったらいい

かと。 

 

会長   今日の議題については終わり。 

 

４ その他 

事務局  本日の会議をもって意見、提案を終了、この会議においては一端終了という形になる。 

今後○○決定の手続き・・パブリックコメントに図って、市民の方の意見をいただき、 

その後再度、最終計画案ということでこの会を開きたいと考えている。パブリックコメント

にかける際は、今日の意見を計画の素案に反映してパブリックコメントに示すものと同じも

のを再度送付する。このように意見聴取する場は、パブリックコメント前は終わりになる。

よろしいか。 
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訂正箇所については事務局と会長に一任していただきたい。パブリックコメント終了後の会

議は３月中旬頃。パブリックコメントは２月下旬、２週間程度予定しているので、それをまと

めたものを提示したい。 

改めて日程については知らせる。 

 

５ 閉会 


