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平成２６年度第４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８月２１日（火） 午前９時４０分～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２名） 

          説明者 ２名 

          事務局 ９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 

前段、発達支援関係に関わる部署、事業所からの説明（パワーポイントによる説明） 

       奥州市発達支援センター所長 千田光久氏 

       NPO法人こぽ 相談支援専門員 村上旬子氏 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員  放課後児童クラブを委託されているこばと幼稚園です。 

発達支援にかかわり、奥州市でもっとこういう部分が繋がったらとかつなげたらという

こと、こうしたらもっと良くなるのに、と実際やられていて何か感じていることはないで

しょうか。 

村上専門員  現場にはいって行った時に、幼稚園保育園は門が開いているが、学校はなかなか入る

ときに難しい場合があります。教育委員会は一生懸命動いてくれているので、そこは教育

委員会にお願いしながらやっていますので、まず、奥州市は連携はいい方じゃないかと思

っている。よその地域を見ていると教育委員会がなかなかうまくそこに入っていないとか、

ところもあるので、奥州市はいろいろ教育委員会も動いてくれますし、そのところはまず

まず、ただ現場が追いついていないところもありますので、そこはこれからかな、という

ふうに思っている。 

千田所長   では２つ述べたいと思いますけれども、私どものところで奥州市自立支援協議会療育

部会の事務局を行っております。これは前進かな、と思われることをお話しますが、昨年

から療育部会の委員の方々に教育、福祉、保健などさまざまな分野の専門家の方が委員と

なっているが、それらの方々が、お子さんの支援の内容によってペアを組んで保育園とか

幼稚園とか学校に行きましょう、という形での動きが昨年からできてきています。まだ、

マンパワーの問題とか十分な動きになっておりませんけど、療育部会としてはそういうふ

うにそれぞれに関連性がある方々で、総合的な支援ができるようにやりたい、と。 

      発達障害や障害のある方の全体的なサポートに繋がるんじゃないかと思いますけれども、

私自身、東日本大震災にかかわって自閉症等の発達障害の子どもさん等へのいろいろな思

いがあります。仕事の関係等もありますけれども。いろいろな報告書を読むと、避難所生

活とか避難所にいなかったとか、最初から車の中にいたとかのところの報告書を読むと、

やはり一つには、発達障害の方々の特徴について、一般市民の方々の理解を深めていく必

要が多々あるんではないかと、障害というところのベースに子育て支援ということでの理

解を深めていければなあ、とそういうことで、いま構想の段階ですが、来年度関係機関と

連携しながら民生委員の方々と、地域の中でいろいろと関わってきている民生委員の方々

と連携する場、そういう方々とまずは発達障害の子ども達について理解していただく機会

を設けたいな、と、そうすれば地域の中での理解が進むんではないかなという構想が進ん

でいます。   
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Ａ委員  今のお話聞いて改善されたのかと思っていたのだけれど、以前だと幼稚園保育園など小学

校はいる前は福祉の分野で、学校に入ると教育の分野で、年をとるとまた福祉の分野に戻

るというか、そういうことで情報の断絶というか、あまり情報の伝達がうまくできなかっ

たりとか、成長をどこがちゃんと見ていくのか、なかなか難しい部分があって困っていた

という部分があったようですけれど、その部分についてはじゃあ改善されつつあると   

いうことでいいのかと、後一つ、専門性が高い職業ですし、あと情報が広がれば広がるほ

ど更に小さいころから支援に繋がる子も増えてくると思うが、その場合現在でもおそらく

職員も専門性をもったものですし、あと処遇関係もあって、幼稚園・保育園もなかなか大

変なのですけれど、実際専門機関ですと処遇や職員体制などが難しい部分が今もあるでし

ょうし、これからもあると思うんですけれども、現状こういうところで、こういうところ

をもうちょっと拡充したいんだが、というところ処遇をもうちょっと改善していければな

ど、行政の方もいるので、その点についてお聞かせいただければと思います。 

 

千田所長  今の問題は・・・学校・福祉等の接続の問題ですが、私は・・・好転していると捉えて

います。それから、もう一つの問題、マンパワーの問題、ただ基本的には「自ら学ぶ」と

いうことを私は大事にしたい、としていますが、私どもの施設では私が頼みやすいか方を

講師に頼んで所内で何回か研修会を行っています。マンパワーの部分については私の職場

のところでは教育委員会と健康福祉部と相談させていただきながら今のそのことについて

は相談中です。 

村上専門員  先程千田所長の説明の中の「ぱれっと」は生まれてから就労することをイメージして

作っているものなので、・・・・・。また、自立支援協議会自体が「児」と「者」と連携し

て動けるようになっているのでいいのかなと。あとサービス利用がもしあれば継続でずー

っと応援しますから、途切れることはないのかと思います。 

     実際やっていて、本人支援がすごく足りないなと感じます。発達障害の方は良く言います

よね、SST に戻る  本人に分かってもらう働きかけを・・・分かってないとできなかっ

たり、特性分かってちゃんとやらないとということがあるので、あと教科書どおりでなく

その人に合わせてやらないといけないんですよ、組立だったり、一回じゃないんです、継

続なんです、それを 

     そこがないと学校でもすごく大変なんじゃないかと、支援に繋がらないんじゃないかと・・・。 

 

Ｃ委員  １０年前と比べてこの発達障害、子育て支援はかなり、皆さんの努力があって進歩、いい

方向にすすんでいるなと私は感じている。いろいろご苦労されてありがとうございます。

ただ、ひとつ医療関係との連携がかなり後退しているような気がする。実際発達障害を専

門にする医療関係が非常に尐なくなっている、その辺、なんとか解決して連携を強めてい

ただきたいなということを希望として申し上げておきたい。 

村上専門員  県の療育センターの連携会議に出ているが、やはりドクターが足りない、ということ

で、そこは県としても動いていることは動いているけれども、そこにくるドクターがいな

い、決して動いていないわけではない、とおっしゃっていた。そのところはなんとかした

いのですが、・・・大変な現状はあります。 

Ｄ委員   直接の関係ではないのですが、３歳半健診があって、就学前健診までの間が長すぎるん

ですよね。そこのところでやっぱり育ちをみていただきながら現場でも分かり、ご家庭で

も理解していただくような形を早くとっていかないと、早めの手だてが必要なのに、そこ

で遅れをとることがすごく多いです。ここのところをなんとか実現していただきたい。 

村上専門員   療育部会でもそういう話が出ていて、例えば５歳児健診の話も出ていたのだが、来

ていただいたところでは見立てはできないので、ただ、集団の中では目立ちますよね、園

訪問がそこは有効なんじゃないか、と話をしているので、園訪問する中で就学前の児童を

見ながらそこにつなげていく形だと５歳児健診に代わるのがそこでできるんじゃないかな
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というふうにお話はしました。 

Ｄ委員   分かるんだが、お母さんが（ご存じ）でないと理解いただけないところってあるんです

よね。私たちも本当にコミュニケーションを取りながら、信頼関係を築きながら、その上

での送り出しみたいなところがあるので、そこのところとらえるとやっぱり健診があった

方がいいのかなという気がするんですけど。 

Ｄ委員   NPOということなのですよね。施設の持ち出しって大丈夫なんですか。 

村上相談員  ・・・・・・・でも代表は必要なことはしましょう、といって自由に動かせていただ

いているのですが、動けば動くくらい赤字が多くなります。 

 

  （村上相談支援専門員  退席） 

 

  市事業計画「その他の事項」について資料１により事務局説明。 

〔質問・意見〕                                        

 

Ａ委員  幼稚園教諭と保育士と出たときに、来年度から幼保連携認定こども園だと保育教諭という

名称が出てくるので、これから５カ年の計画の施策であれば保育教諭という名称も追加し

てた方がいいのではないか。 

Ｄ委員  「小学校との連携」ということですけれども、今回、幼保連携型認定こども園教育保育要

領が出たときに、流れとしては「連携」ではなく「接続」という言葉を使うという方向と

なるようなので「連携」ではなくした方がよろしいのではないか検討していただきたい。 

Ｂ委員   Ⅳ番目、これからの部分で、県の施策と連携を図るとあるが、岩手県の施策に対しては

分かるが、市の部分はある程度これに書かれていかないと、例えば「市においては事業所

がこういう整備をすることに関して何らかの支援していきます」、とか、などの表現にしな

いといけないのではないか。 

Ｅ委員   「質の高い教育」のところ、「それぞれ」は何をさすのか。また、幼稚園教諭と保育士の

合同研修の項で「見取りのし方」とあるが、保育園では使っておらず、そこは「こどもの

姿の読み取り」のことか、と、そのことを聞きたいのと、小学校との連携の項で「困難無

く繋がることができるように」のところは 「スムーズに移行するためには」という表現

がいいのかと。 

Ｆ委員  P3 母子生活支援施設について、県福祉総合相談センターと連携とありますが、「等」と連

携とありますが、ここの文脈では社会福祉養護つまりお子さんに着目した施設の所属課だ

と思いますので第一義的には一関児童相談所になります。県福祉総合相談センターが絡む

のは、ＤＶによって母子で母が生活していく場合であって、広くは含むのですが、メイン

はおそらく子どもの養育支援だと思うので福祉相談センター等だと違和感があります。用

語のことですが「受入れ」の表記が違うので統一した方がいいと思う。 

Ｄ委員  認定こども園の普及に関し、「公立においては地域の・・・」見通しとかはあるのか。 

事務局   公立の施設については、実はまだ内部検討の段階で、皆様にお示しできるような状況で

はありませんので、改めてということで。 

Ｅ委員  児童センター・児童クラブ運営しているが、障害児の「受入れを推進」とあるが、もちろ

ん受入れは是非したいが、受け入れる体制の施設、職員の体制が全くとれない状況である

ことを分かって推進していただきたい。その辺の情報を是非聞いて推進していただきたい。 

議長    意見をいただいたので、次回会議にも検討することとします。 

 

 

（２）市事業計画の基本的考え方について 

   市事業計画の基本的考え方について資料２により事務局説明。 

    

〔質問・意見〕 
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Ａ委員   質問、意見ではないが、計画を立てたからには、この表とかをきっちりと事業計画の中

で保障して達成していくというのがとても大事だと思うので、そちらの方法とかをどうや

って達成していくかが大事になるのと、実際に計画体系、今は時間がなくて細かいところ

までなかなか難しいのかもしれないが是非小学校入学前の子たちについて認定こども園、

幼稚園、保育園、そして公立、私立さまざまあるので、団体も結構分かれているところも

あるので、奥州市のこどもたちがどういう環境で、どういうふうに育てばいいか、育つの

が望ましいか、また、実際団体によって情報が行き来しなかったりしますので、奥州市の

中で今どういうことが問題になっているのかなどを集まって話し合う機会というのを行政

の方で、公立幼稚園は教育委員会で教育要領とかやっているだろうし、公立保育園もある

程度統一されたのでやられていると思うが、実際施設関係者に集まってもらって、市とし

ての小学校就学前のこういうふうな基本的な要領でやって、小学校の方にきっちり接続し

ていこうね、というやり方をしていくこともあるので、是非小学校入学前の施設、全施設

で集まるのはなかなか難しいと思うので、団体に協力をいただいて、奥州市の子ども達が

どういう環境で育っていくのがよりよいのかを丁寧に話しをして、それをまたこういう子

ども・子育て会議などで報告を出して、それを踏まえて施策を修正していく、というやり

方をやれるといいと思うので検討いただければ。 

 本来であればよその市町村をみていると、こういう子ども・子育て会議、親会議のほか

にいくつかの分科会を持っていて、保育の分科会とか、利用者負担についての分科会とか、

放課後児童の分科会とか、障害児の分科会とをもってやっている、規模や人口にもよって

も違うと思うが、丁寧にやって親会議に反映しているところがある、ので是非、入学前の   

保育に関しては、団体、施設の方で話し合ったり、意見を反映できるような体制でやって

いただけるといいのかと思うので検討を。 

 

議長   この件についてはこの会議での意見集約とさせていただく。 

 

（３）幼児期の学校教育・保育の「量の見込み」と「確保方策」について 

   「量の見込み」と「確保方策」について資料３により事務局説明。 

 

〔質問・意見〕 

 

Ａ委員   資料みていると、胆沢区、前沢区が３から５歳で学校教育のみ、保育が必要あり、で保

育が必要ありの子だけでみると受け皿が足りない、で、学校教育の方に混ぜれば余裕で間

に合うというので、先程認定区分のところでまず、ということでしたが、認定区分が変わ

ると利用者負担が違うのと、お弁当の代金とか、公立なので毎日持ってくるなのかもしれ

ないが、お弁当代が利用者負担に含まれてないので、その際変わってきてしまうので、こ

の表だけ見ると、幼稚園が認定こども園になって、幼稚園だと１号子どもしか受けれない

ので、認定こども園になって２号子どもを受けられる形になっていくとスムーズにいくと

思うが、そのあたりどうなのか。 

事務局   委員お話のとおり。前沢区、胆沢区に関しては幼稚園の私立がないので、すべて公立と

いうことで、これについては現在内部で検討していますが、前から課題であった建て替え

と合わせての施設の移行を検討しています。ただ、膨大な整備費が伴う問題なので、その

時期等についてはまだ未定です。ここについてはやらなければならないという思いだけは

あるが、なかなか進んでいない状況なので、当分の間保育所を中心に頑張っていただくこ

とと、預かり保育の利用等でまかなっていくしかないであろう、と。いずれ今の公立幼稚

園の施設の現状では、２号認定を受けれる状態には、認定こども園になれる状況では全く

ないので、どうしても整備が必要になる、ということでそこは市の方でただいま検討して

います。 

Ａ委員  現行公立幼稚園で、例えば認定こども園に例えば移行することになった場合に、施設古く
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ってというか、何か、結局預かり保育の部分だけなので、特に給食施設が必要になるわけ

でもないですし、何か専用室といっても定員に余裕があるのであれば、クラスもそれなり

に確保できそうな気がするが。 

事務局   公立は認定こども園という響きが難しいところがある。まず地域の理解を、公立がまず

しないといけないのが保護者の理解、それから地域の理解、というところで、まだ、その

段階になっていないのが現状。それらの理解をいただいた上で現在の施設でなることは可

能かとは思う。その辺の準備も含めながら現在移行については検討させていただいている。

いずれ５年間の中でなんとか確保しなければならない。 

Ａ委員  利用料は各施設で決まるのか。奥州市から通っている子どもは奥州市の利用料なのか。 

事務局    保育所では、居住地の保育料を居住地の市町村に払い、市からいわゆる公定価格に当

たるものを施設先の市に支払う。 

      幼稚園についてもおそらくそうなるはずです。幼稚園はこれまでそういうことがなかっ

たので、本来は居住市からいただけばいいところ、公立では奥州市の保育料をもらって終

わり、となっている。そこは県からは保育と同じ仕組みになると言われている。全部認定

を受け、１号の認定になるので、奥州市の子どもであれば奥州市の負担になる。ただ、保

育料は施設が受け取る。ほぼ保育と同じ仕組みとなる、国に確認している。 

Ｂ委員  確保の内容で地域型保育事業が条例が確定してからお伺いをする、ということでしょうか。

例えば事業所内保育所しているところが結構あるのかな、と思いますが、この数値が、心

配しているのはこの０歳児がほとんどマイナス、確保がなされないというところで心配し

ているんですけど、地域型保育事業の数値はいつ入って、そして完全に足りない分が、た

ぶん０歳児で出てくるのだと思います。その分に関して、先程の説明はいずれ公立保育所

で対応します、という表現だったのですが、そういう対応を間違いなくされるのかどうか。 

事務局   地域型保育事業については時期をみて、できるだけ早い時期に資料の送付から始まって

説明をさせていただく予定、昨年度も一部だが事業所を回って説明した経過がある。まだ、

内容がわからない段階だったので、今回は施設基準があるのでそれを理解していただく、

と、こういった義務が課せられる、その上でどうされるかという意向確認を早期にさせて

いただく、議会の議決を待たずにできればいいのですが、こちらの動きが・・・ 

     地域事業で手を上げるところがあればその段階で数値が上がってくる、と、 

    これについては市が認可することになるので、認可基準に該当することが一番、厳しいのは

施設基準。万が一該当しなければ本人がいくらやりたくてもできないところがあるので、

そこら辺をみながら、  いずれ判明した段階で数字を形状させていただくことになりま

す。 

Ｂ委員   ０歳児確保できなければ公立で、ということについては 

事務局   基本的には私立にお願いを、その上で確保できなければ公立ではそのとおり。ただ、私

立でも公立でも今の施設規模で対応できるかは定かでない。いずれ何らかの形でと思って

いる。何度も言うが０歳児の数字があまりにも現状と比べて大きい。なので実際蓋をあけ

てみたら、ということがあるかもしれない。 

      もう一つの方策は、１・２歳児の枠が若干余裕があるということで、０歳児の中でも満

１歳になるお子さんは１・２歳に組み込まれることになるので、おそらくそこで動きが出

てくるだろうと思われる。１・２歳のところの部屋と０歳児の部屋の調整について施設と

協議させていただければと思っている。０歳の部屋にはいろいろ縛りがあるが、年齢によ

っては１歳の部屋で保育できるお子さんもいる。たとえば資料水沢区で、０歳児マイナス

４１、１・２歳児プラス３９なのでそこで調整できれば、ただそうはならない区もあるの

で定員の拡充でやっていくしかないだろう、と。最終的には公立が踏ん張るしかないとい

うことはそのとおり。 

Ｂ委員  計画を立てる分で「量の確保」の表について、最終段階には、結局確保した数字が出て、

このアイナス数字がなくならないと計画にならないと思うが、その辺はこれから調整して

いくということでよろしいのか。 
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会長    今後も数字を入れて報告していくということです。 

Ａ委員  幼稚園に通っている満３歳児はこの表のどこに入ってくるのか。 

事務局   ３歳から５歳のところに。今回の新制度での考え方は、満年齢で。これまでの保育だと

何歳児、と４月１日年齢でやってきているが、新制度では満年齢でカウントする。今話の

ある満３歳、例えば４月時点で２歳だったので３号認定ですが、その子が６月に誕生日迎

えて満３歳になると２号認定に切り替わる、３歳以上になってしまう、ということです。 

      推計をしていて不思議だったのは、実際は満年齢をとれ、との国からの指令だったので

とらせていただいたが、実態としては満年齢で載ってしまうという、非常に違和感がある

が、ただ今回の推計の数値、調査の数値からは満と何歳児を切り分けて乗せることは不可

能だったので、年度途中で０１２歳から３－５歳に移られる方がいらっしゃる。 

Ａ委員  利用者負担も変わる？ 

事務局   いいえ、利用者負担については、満３歳ではいった方については未確認だが、それまで、

たとえば保育所の話だが、４月１日時点２歳の子が保育所にはいり年度途中で満３歳にな

った場合、保育料が変わるというと変わらない。 

Ａ委員  ということは学年の仕組みということ？ 

事務局   学年の仕組みになっている。 

Ａ委員  とすると、公定価格も変わらないということ？ 

事務局   公定価格もかわりません。 

Ａ委員  あと、利用者負担の変更月が９月ということが国で出てたんですけど、やっぱりそうです

か？ 

事務局   公定価格か自治体資料に９月ということになりました。利用者負担については住民税を

基に算定することになってます。所得に応じて、高い方は高く、低い方は低く。住民税の

切り換え、年度の住民税が固まるのが６月から７月くらいということになる。その間はど

の住民税をもって保育料を算定するかということが国で検討されてきた。最終的な決断と

しては、９月までは前年度の住民税で算定し、それ以降は今年の住民税で算定する、とい

う方針が示されたようです。 

会長    この件については、また報告いただくことで終わりにしたいです。 

 

４ その他 

 

Ｅ委員  職員体制のことです。保育士、ヘルパーもそうですが、現場の職員がなかなか募集しても

応募がない、ただ、私どもの施設にも実習生は毎年かなりの数はきていて、その後どうな

ったかを聞くと、東京の方の保育所に勤めた、とかがすごく多い。長年働いてきた職員が

退職の時期になってきているので、職員確保が大きな問題になっている。このことは私ど

もの施設だけではないと思われる。ですから、保育士も児童センター、児童クラブの指導

員、厚生員もだが、正規職員であればたぶんくると思うが、なかなか賃金がそういう体制

ができないところで、子どもが入ったらお金がつく、という中でやっていかないといけな

い、そういう不安定な中で今の時代、資格持っているんだけどだったらちょっと、という

方がすごく多いようで、なかなか保育士の確保が難しいです。 

      こうやって量を増やしていく、ということはもちろん保育士を確保して、の受け入れ体

制だと思うので、その辺も市の方できちんと確保していく、ということを念頭に政策をや

って行ってほしいと思います。 

Ｄ委員  支援児に関して、今市では私立幼稚園に補助を出しているが、新制度になったとき、これ

がどこにも・・・・。５月１日現在で診断を持っている子でないと県の方からも補助が出

ない。でも現場では多くの子どもに対応する必要上、どうしても一人雇うほどの金額では

内がそこのところは続けてみていただきたい。 

Ｂ委員  公定価格の中に、・・・保育給付が加算になっていくようになっている。 

Ａ委員  全部ではないんです。なのである程度市町村で単独でつけられるのであればと思いますし、
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岩手県の方にも特別支援のがあるのですけど、教育関係は裁量的経費と言われているもの

なので、いつ私学助成がどんどん削られていくかわからないので、できれば市の方で幼稚

園、保育園、認定こども園含めて、特別支援の補助制度継続していただければと思います。 

 

事務局   国パンフレット、「事業者向け」を配布。 

      次回、９月下旬を予定、日時確定次第知らせます。 

      次回議題は、「量の見込み・確保方策」「計画その他の事項」さらに、施設入所に係る資

料を提示できればと考えている。 

 

Ａ委員  制度の周知を何回も毎回言っているが、募集時期も近づいてきているので、幼稚園、保育

園ではいただいたもの配ってはいるが、ああいうのは保健センターでも、子育て支援セン

ターでも配っているのか確認したい。 

あと、施設入所については次回ということだったので、利用者負担について、目安だけ

でも決まってこないと、よその市町村だとだいたいこの感じかな、という目安出てきてい

るので、これがないと保護者に入園するにあたり、「いくらかかります」、というのを説明

できないまま資料作ったりとか、説明できないまま「分からないですけど入園お願いしま

す」、と言われても保護者の方でも、制度変わるのも分からない、初めて聞いた、今までに

幼稚園からは大分変わってしまうのを初めて聞いた、金額は決まっていない」と、「あれっ

大丈夫なんですか」、と疑われるように言われても、施設の方では「市役所の方で決まらな

いと何もいえないんです」  保護者からするとその園に入りたくてきているのに、「わか

りません、市に聞いてください」というのでは相談もできないことになるし、在園児にと

っては、幼稚園で残るところはいいんですけど、認定子ども園に変わるところもあるので

在園児にも説明しなければならなくなるのに、「おおよそしか分かりません、細かいところ

決まってないです」というのも説明も難しいので、その辺。 

      可能な部分の周知と、決めれる部分尐しづつでも決めていっていただいて、あと事業者

に説明していっていただきたい。 

 

５ 閉会 


