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平成２６年度第５回奥州市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

 
  開催日時   平成２６年１０月１６日（木） 午前１０時～１２時 

  場   所   奥州市役所江刺総合支所 ５階会議室 

  出 席 者       委員 １７名（欠席３名） 

          事務局 ７名 

 

１ 開会 

 

２ 教育長挨拶  （省略） 

 

３ 議題 

（１）市事業計画「その他の事項」について 

市事業計画「その他の事項」、前回提案からの修正について、資料１により事務局説明。 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員  直していただいたところで、P1②小学校との連携を「計画的、継続的」としていただき大

変ありがとうございます。「計画的、継続的」が入ると、年度をとおして、とか計画して施設

と小学校が協議してやるとかいうニュアンスが強くなると思うが教育委員会の方はそれで問

題ない、ということで認識してよろしいか。 

事務局  この文言については、実際、既に小学校、幼稚園、保育所が就学に向けての交流を進めて

いるところもある。ただ、小学校の方の実情もあるので、「そういう形で進めていただきたい」

という働きかけは進めていくが、来年とか、学校の事業計画もあるので、「努めます」という

表現で逃げる訳ではないが、相手もあることなので、今進めているところもあるがさらに学

校側と協議して進めていくように努めたいということでまとめている。できるだけ努力させ

ていただく。 

会長   園と学校との連絡を取り合いながら、お互い学校からだけでなく、幼稚園からだけでなく

交流が実現することは可能だと思うので、お互いに声を掛けながら進めていけばいいのでは

ないか。 

Ｂ委員  今のに関連し、実際岩谷堂小学校区では 10 年、15 年くらいになりますが、保育園、幼稚

園と小学校との連携で、授業参観、保育参観、それから運営委員会、〇〇〇やっていますの

で参考にしていただければと思う。 

会長   各学校でやっているところが多いかと思いますので・・・ 

Ａ委員  ただ、江刺の方は地域で協議会みたいなものでやってきているが、区によっては本当に小

学校との間でしかなく、しかも水沢区は特に３校が大きい学校なので、「１つの園だけと連携

するわけにはいかないから、できません」という断り方をされることもあるので、なので「計

画的、継続的」・・で、熱心な先生がいるときは結構何回も交流できたりするが、先生が違う

と、ただ行って、中見て、「はい、終わりね・・」となりかねないことがあるので、なので、

江刺の方では以前からきっちりやられているお話はあるが、区によって、小学校の規模とか

によって、あまりばらつきがあるというのも、大きい学校だからこそ、子どもたちが多いか

らこそ重要な部分でもあるので、そこは市の方でも推進するように力を入れて小学校の方に

も、・・公立同士だと結構、校長先生と園長先生お知り合いで近くにあるから、敷地内にある

からうまくというのもあるが、私立は、お願いしにいくのも文書作って、お願いしに行って、

しかも校長先生から「中で検討したんだけどちょっと難しい・・」と言われると、それで終

わってしまったりするので、その辺は是非今後進めていただければと思う。 

会長   事務局でも校長会議とかあると思うので、そういうときに４月の段階で提示されると思う

ので、今年はこの部分もしっかりと実施できるようにということをお話ししていただければ

よいのではないかと思う。 
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会長  他になければ、皆さんからいただいた意見を考慮しながら、私（会長）と事務局に一任し

ていただいて、この議題は意見集約された、ということで進めたいと思いますがよろしいか。 

委員  はい。      

 

 

（２）幼児期の教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」について 

幼児期の教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」について、資料２により前回の修正部

分を中心に事務局説明。 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員   実際の数により近い見込みが出るということで、前までのニーズ調査では、課題になっ

ていた可能性が高くて、今回のを加えると、本来の数字により近くなる、という捉えでい

いのか、それとも・・・・しすぎて、将来施設が足りなくなる可能性まであるというもの

なのか、ということが一つと、資料２の４で胆沢区、27 年度０歳児確保内容 68 だったの

が、28年度から 13になってたり、というのは受入施設が何かなるとか、ただ数字が・・。 

     思いっきり施設が一つか二つなくなるのかな、というふうにしかとれなかったので、それ

はただの間違いなのか、どうなのか。 

事務局   修正の方から。胆沢区の数字は間違いで、０歳児と１、２歳児を入れ違えてしまった。

大変失礼した。０歳児 12人、１、２歳児 68人ということでこちらの資料ミスです。 

Ａ委員   確保内容の 68人はこれでいいのか。 

事務局   以降の資料見ていただくとわかるがそのとおり。 

      数字の補正については 実際の数値に近いというのは目安として、もちろん待機児童を

加味したうえで出した数字にはなっている。当初は内部でもあまり数字をいじるのはよく

ないのではないか、と、ニーズ調査結果そのままが本来は好ましいのではないかとなった

が、国の算出方法にすると全国的に実際利用されている方の倍以上の数字になってしまっ

ている、もちろん待機もそれだけ現実にあるということになるかと思う。なので当市とし

ては待機の数も踏まえながら、利用していない方は申込もしていないので待機にもカウン

トされない、と。25年度の実際に利用されている方と待機の数字を加味しながらまず近い

数字で、過去何年間かの傾向も踏まえて、実績からいくとだいたいこの数字になると、で、

たまたま補正をした段階での数字と合致というか近い数字になった、という結論で。もし

可能であれば実態に合わせた数字であれば事務局としては一番楽ということだが、それで

はニーズ調査の意味が全くなくなるので、あえて国のやりかたもあまりにもひどすぎたの

で、そこを排除した上で、その中のこれであれば皆さんのご理解をいただけるのかな、と。

こちらでも自分の中でも理解できた部分だったので出させていただいた。 

      ニーズ調査の結果が真っ当に出ているか、というそもそもの問題は否定できないところ。

特に胆沢区の２歳が低い数字ででていたりするところもあるので、必要であれば今後補正

をしていかなければならないかと。例えば衣川区、０歳児 25年度末９人の利用に対してニ

ーズ調査の結果が５人、今回の補正の結果が４人、という数字になっている。ニーズ調査

の結果そのものが低く出ているのではないか、と。出生数とかも見ているが、衣川区減っ

てはいないで逆に増えているくらい。本来この数字は上がってきてもいいのではないか、

ということで、これらについて一応内部で引き続き、減らすことではなく増やすことで検

討を考えている。最終数値とは言ったもののそれらの増の要素はかなりあるので、その辺、

引き続き検討させていただければと思う。 

会長    量の見込みについては、集約されたということでよろしいでしょうか。確保方策につて

はまた随時変化していくことかと思うのでそのときに再度提案していただくということで

お願いする。 
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（３）平成 27年度の教育・保育施設入園（所）手続きについて 

   平成 27年度の教育・保育施設入園（所）手続きについて資料３により事務局説明。 

 

〔質問・意見〕 

 

Ｃ委員   認定こども園の保育分の２号認定、３号認定の分だが、今、施設は接続型で保育所的な

ものになっている。市に申し込む方、園に申し込む方がいるのだが、そこら辺は、新規の

方は全部市の方に申し込むようになるのか。 

事務局   認定こども園のしくみを。まず保育所の場合は市に出してもらって市が保育所入所を決

定する、というしくみになっている。これは今後も。その中で認定こども園についてはこ

れまで入所の申し込みの窓口が園ということになっていた。今後も変わらないと思ってい

たが、ただ、これまでは、入所の決定は園で行い、保育に欠けるか欠けないかの審査が市

に課せられていた、というのがこれまでの流れ。窓口としては、申込を園にする、市が保

育の審査をする、園で入所決定をする、という流れがあった。 

      新制度でも基本的なところは変わらないが、支給認定をやる際に、更に加わったのが利

用調整。これまでは認定こども園に関しては、市は利用調整というもの、要はその方が使

えるように園と協議をすることは義務づけられてはいなかった。 

     今回は新制度では、保育所、認定こども園に限らず、当市では実際にはないが、小規模保

育に関しても、いずれ保育を使いたい方はすべて市町村が入られるように利用調整を行な

いなさい、となり、改めて義務づけられている。認定こども園ではない保育所との併願の

方がいる。この方は、市にも出し、認定こども園にも出し、二重の手続きをしてきたとい

う経過があった。これは保護者の負担も良くないし、施設の方での調整も相当難しいとい

うことで、新制度ではどちらにしても市が必ず利用調整を行なう、という観点から基本的

には市の方に提出していただこう、ということで考えている。ただ、例えば上のお子さん

が、３歳以上のお子さんが幼稚園を使う、と、預かりを使えば幼稚園に入れたい、働いて

いるから下の子どもは保育所を使いたい、という保護者はいらっしゃると思う。そういう

方は園に行って、また市に行って、と２回の手続きは煩雑になるので、その場合は園で受

け取っていただいて市に流していただく、ということで、原則としての窓口は市ですよ、

ということにはしますが、そこは保護者の利便性を考えていただいて、随時園と連絡をし

ながらやらせていただきたいと考えている。 

Ｂ委員   確認だが、市の窓口は今までの窓口と同じでいいのか。認定審査を入所申込と同時に行

なうということでよろしいのか。事前の審査は必要ない、ということで。 

事務局   委員のお話のとおり。国のやり方としては、先に認定があって、それを持って園に行く、

ということを国では示していたが、そこは同時でもいいというのもやっていた。いずれ保

護者が何回も窓口、園を行ったり来たりしないような形でしたいと思っているので、とい

うことで、事前ではなく同時の手続きをしていただく、というのが一つ。 

      あと窓口の話だが、27年度保育の窓口は現状どおりでやることで進めている。 

会長    それでは 11月から手続きを開始するということでよろしくお願いする。 

 

 

 

（４）利用者負担金について 

利用者負担金について資料４により事務局説明。 

    

Ｄ委員  資料４－１のＰ１新制度の軽減措置について、第２子、第３子の対象範囲、軽減措置は現

行に同じ、となっているが、幼稚園の方の軽減措置と保育園の軽減措置とは二つそのまま

残るのか。 

事務局   幼稚園、保育所とも、第２子、第３子の軽減措置について国についてはそのまま残る、
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ということ。 

Ｄ委員   幼稚園、保育所の対象範囲は違いますよね。 

事務局   幼稚園の場合は３歳からしか入れないので、３歳から小学校３年生までの６年間の中で

第１子、第２子を考えていく、保育所はもともと０歳から入るので上が５歳、６歳で同じ

６年の範囲で第１子、第２子のカウントをするということ。なので対象範囲もそのまま現

行どおりで移る。 

Ｄ委員   二通りあるということ。 

事務局   そのとおり、そのまま移る、ということで今国で検討を進めているようだ。 

Ｂ委員   母子家庭についての軽減措置の考え方だが、離婚されて父子家庭、未婚の母の場合はす

べてどういうふうに捉えていくのか。 

事務局   母子、父子、障害者世帯と、これらについては基本的にはこの表の中ではＢ２階層にあ

るのだが、いわゆる市町村民税が非課税の世帯については０円、ということで、これは従

前から保育所の方ではやってきた制度、幼稚園に関しては今回新たに取り入れられるとい

うことになっている。ただ、それ以外の階層、所得のある方についてはその辺は国でも何

も示していない、いわゆるある一定の所得があって生活ができるということ。 

      税金の算定にあたって寡婦控除を取るなど、それだけ税金が安くなっているので、その

税額を階層に反映させるときには、Ｂ階層以外は国から示されていない、と。 

      未婚の話が出ましたが、奥州市としては検討課題、と思っている。未婚で子どもを持っ

た方は母子の扱いをしていない。あくまでも税金上の話だが「寡婦控除」、離婚した方は寡

婦控除つくが、未婚はつかない。国の考え方としても、母子というのは寡婦控除のつく、

離婚、死別でおさえているが、ただ、その先は市町村の判断と言われている。これについ

ては大きなところでは見直しをしているところも出始めている。県内ではどこもやってい

ない、ということで、これは今後の課題として考えていた。 

Ｂ委員   貧困の連鎖という部分でお話しするが、その当たり考慮するのであれば未婚の母     

についても軽減措置必要な方は対象にしていただくような行政であってほしい、と希望す

る。 

Ｅ委員   １号と２号の変更というのは年度の途中で・・・・ 

事務局   年度の途中の保育料の変更、市民税の確定が６月ころになるので、事務的な計算が始ま

る、８月からはその計算が固まる時間として、８月までは前の年度の、例えば 27年度のお

保育料であれば 26 年度の税額で算定、９月以降 27 年度の住民税で算定、ということで、

これは保育所も幼稚園もすべて同じ、ということになる。 

Ａ委員   先程のは、たぶん年度途中でお仕事を始めたなら２号になれるのか、とか、２号だった

のにやめたときに１号になれるか、ということではないか。 

事務局   失礼した。変われる。もちろん本人が幼稚園から保育所に移りたいと申請をしていただ

いて、よく考えられるのは、全くの幼稚園から保育所に行くケースもあるが、認定こども

園が今回増えるので、その中で幼稚園のところから保育部に移りたい、と、ただその場合

は認定の変更申請を出していただいた上で、手続きをして変更になることは可能。 

Ｆ委員   ２号認定の保育の短時間だが、幼稚園の預かりを利用してますと、保育短時間がちょっ

と高いかな、という感覚だが、・・・検討していただけないかと。 

事務局   いずれ確定ではない、これは国の案そのもので、1.7％で提案させていただいたので、そ

の辺について委員さんからご意見をいただいて考えていきたいと思う。 

Ｇ委員   保護者の収入に応じた応能負担で、９月になると保育料が変わる可能性があるか。 

事務局   ある。 

Ｈ委員   幼稚園（認定こども園）の中で今度１号と２号が存在すると思うが、保育の中で「この

子は１号だからこのことをする」とか、そういった差別化があるのか、ということと、例

えば早朝編成（保育士）が足りないので 1 号は遠慮してください、など２号しか預かれな

い日が出てくるのか。 

事務局   預かり時間については原則として各園に設定をしていただくことになり、園で開所時間
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を決めるもの。そのなかで、登園時間、１号は何時、２号は何時と決められることもいう

こともありうる。そこは各園の設定になるのでご了承ください。 

Ｈ委員   保育の内容は 1号でも２号でも同じなのか、それとも園によって異なるのか。 

Ｃ委員   認定こども園は、クラスが混合して１号と２号の子がいる、ことが前提になっているこ

とが義務づけられている。なので、教育時間は一緒にします。同じ内容で。で、教育時間

の子が帰った後はそのまま２号のお子さんの保育をすることになるので、違うことをする

ことはない。 

Ａ委員   資料４の１の裏側で、幼稚園、保育園の分けで利用料の説明になっているが、正確にい

うと１号、２号、３号であって、幼稚園、保育園の枠がなくなると思うので、そう考えて

いくと２号、３号は公立、私立額分けてないのに、結局公立、私立を幼稚園でいってしま

うと、同じ１号なのに公立、私立で保育料がどうとかいうことになりそうな感じがあるの

で、あくまでも１号、２号、３号という表現でやってもらったほうが分かりやすいのかな、

と。そう考えた場合に２号、３号で金額が同じなのに、今、公立と私立幼稚園で額が違う

からって 1 号の公立、私立でこれから額変えますよ、というのはおかしいと思うので、市

の案の通り基本的に同額、激変緩和の措置がいろいろあると思うので、そこは配慮すると

いうかたちで案のとおりを支持する。激変緩和の時に先行市町を見て、新入園児はもう新

しい額でやって、在園児に向けて激変緩和する場合と、新入園、在園児含めて全部、経過

年設けてだんだんに緩和する方法があるみたいで、先行市町村ではやっているようなので

お知らせする。 

      もう一つ、今事業に携わっている者にとっては、１号認定はかなり軽減率が先行市町を

見ても遜色ない軽減率でやっていただいているし、保育料が現行私立幼稚園の保育料の平

均値をとっていただいたうえでの設定になっているので、いままでより一気に負担が増え

るという方はそれほどでないような設定になっているので、とても有難いと考えているし、

一気に（市の）負担増える分で予算が厳しいところがあるのではないかという、ちょっと

大丈夫かなと思うところがある。 

      そう言いながら非課税世帯について、どうしても１号認定の子については給食費が別設

定ということで、２号、３号みたいに所得に応じた軽減みたいなことができなくて一律設

定にせざるを得ないので、そのあたり予算厳しい中でなんですが、非課税世帯についてど

うかな、と、国の基準が悪いと言ってしまえばそれまでだが（１号の国基準が同レベルの

２号保育料より高く設定している、長時間と短時間の差も国の基準でほとんど差がない）、

非課税世帯の１号認定について少し配慮があればなお有難い。 

Ｉ委員   短時間保育の保護者が働き方が変わって、長時間になったときは申請がほしいのか、と、 

     短時間保育の方が急に都合悪くなって長時間になった場合は延長保育になるわけだが、利

用料金は園によって決めていいのか、２点聞きたい。 

事務局  １点目は、支給認定の変更の一つになるので手続き必要になる。延長保育料の設定につい

ては、市が決めるのかはまだ示されていない。これまでは各施設が決めてきた経過がある。

それについては別途協議させていただきたい。基本的には施設で定めることに・・・。 

会長   それでは、今回いただいた皆さんの意見を考慮して、会長と事務局と勘案しながら今後の

ことは検討していく、と、意見を反映させていくという形を取りたいと思う。 

11月からの提案は今のものを素案として出していただくということにしたい。今後２月、

３月、又は 1 月に決定したもの事務局から変わった部分について、各園に行くかと思うの

でそのように対応をお願いする。 

 

５ その他 

  Ａ委員  保護者への説明会。募集要項 10 月中に配布ということで、11 月１日からは保育所側

の書類配布を行うということで、12月 1日からはもう受付開始、保育所側もされると聞

いているが、市民説明会がまだ一度もない中で、冊子作って配布しているのは分かって

いるが、そのあたりは毎回言っているがいかがか。少なくても今月中 1 回くらい、早い
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時期にやっていただけると非常に有難い。 

 事務局   保護者説明会だが、11月から募集要項配布ということで、入園手続きも進められると

いうことで、今、こちらのほうでも各区の会場の設定も含めて 10 月下旬から 11 月初旬

に開催する予定で会場の確保を進めている。近々保護者含めて提示できる内容かと考え

ておるので。本日この会議でお諮りして、その内容を何分提示させていただくので、時

間ない中で進めさせていただくことになるので・・・・。 

Ａ委員    各区１回とかいう感じか。 

事務局    会場確保できれば各区１回、時間も昼の時間、夜の時間を設定したいが、ただし各区

１回できればと考えている。 

 

事務局    「なるほどＢＯＯＫ」  委員に配布。 

「周知チラシ NO.３、NO.４」 就園、入所児保護者に配布、市支所窓口等に配置。

ホームページに掲載。 

次回会議、11月 20日頃予定するが、12月議会との調整があるので改めて連絡する。 

  

５ 閉会 


