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平成26年度第１回奥州市子ども・子育て会議録（要旨） 

 

日  時 平成26年５月13日（火） 午前10時～11時45分 

場  所 奥州市役所江刺総合支所大会議室 

出席者 〈委員〉 

 
<会長>髙橋和子委員、<副会長>小澤雅之委員 

佐藤淳委員、内田量樹委員、昆野宏彦委員、千葉正睦委員、 

菊地良子委員、遠藤清賢委員、小原栄子委員、平賀千佳子委員、 

石田美由紀委員、星野智子委員、佐藤奈緒子委員、鈴木公男委員、 

亀井学委員（15名） 

（欠席）佐々木聡子委員、及川文江委員、宍戸由美子委員、 

山下光委員、菅原孝司委員 

〈事務局〉 

 
 

佐藤教育長 

教育委員会事務局 

  大内教育部長、髙橋学校教育課長、 

子ども・子育て支援推進室  菊地室長、佐藤室長補佐、千田主査 

             馬場子ども・子育て支援アドバイザー 

進行 髙橋会長 

 

  開会に先立ち、奥州市民憲章を唱和 

 

１  開会  

   

【委員及び事務局紹介】 髙橋学校教育課長 

 団体推薦委員のうち、団体の役員改選等に伴う新委員を紹介。 

（任期は、前委員の残任期間である平成 27 年３月 31 日まで） 

佐藤淳委員（幼稚園 PTA 代表）、菊地良子委員（奥州公立幼稚園協議会推薦） 

  人事異動に伴う事務局職員紹介 

   大内教育部長、菊地子ども・子育て支援推進室長 

 

【会議の出席委員数及び会議の成立について】 髙橋学校教育課長 

  出席委員 15 名、欠席委員５名で過半数以上の委員が出席していることから、奥

州市子ども・子育て会議条例第６条第２項の規定により、会議が成立しているこ

とを報告。 



 2 / 9 

 

 

２  佐藤教育長挨拶 

  学校では、運動会の準備等で非常にいきいきと賑やかで元気な笑顔があふれて

いる時期であり、幼稚園・保育園も含めて、子どもたちが子どもらしい姿で活動

する季節ではないかなと思う。 

  委員の皆様におかれましては、たいへん忙しい時期かと思いますが、そのよう

な中お集まりいただき、御礼を申し上げる。 

  今更申し上げるまでもないが、幼児に関わる教育・保育、そして小学校の放課

後の居場所等は、子どもたちの人格や成長を形成する上で非常に大事なところで

あり、特に、幼稚園・保育園は、子どもの人生の土台を形成する、子どもが成長

して大人になっていく上での方向性を示す、また人格や体の成長を含めて、非常

に大事な時期であろうと思っている。この大事な時期に、この子ども・子育て支

援制度に関わる改変、非常に大きな分岐点に差し掛かっている。そういった意味

で、この子ども・子育て会議が果たす役割というのは、大きなものであると思っ

ているところである。様々なニーズ、制度の変更、子どもたちの置かれている環

境の変化等々、数え上げたらきりがないが、やはり、私たちは、健やかにたくま

しくそして賢く元気で明るい子どもたちを育てていく、育んでいく、そういった

大事な役目を担っているだろうと思っている。ですから、この会議を通し、分岐

点に差し掛かっている子ども・子育て支援について、皆様方から忌憚のないご意

見をいただければありがたいなと思っている。そういう意見を大事にしながら、

奥州市の制度をつくっていく、これがこの会議の大事な役割であると思っている。 

  さて、今日の子ども・子育て会議では、お手元の資料のとおり、今後の会議の

進め方や、教育・保育の提供区域の設定、奥州市子ども・子育て支援事業計画の

骨子案、各種基準案、ニーズ調査の速報についてなどを予定している。 

  冒頭にもご紹介させていただきましたとおり、今回、新しく２人の委員をお迎

えした。佐藤委員さん、菊地委員さん、よろしくお願いいたします。いずれにし

ても、非常にタイトなスケジュールの中で、国の様々な資料や情報に合わせて会

議を進めながら制度をつくっていかなければならないことから、私どもとしても、

何とか先を見通しながら準備を進めてまいりたいと考えている。 

  改めまして、皆様方のご理解、それからお知恵とご協力、そしてお力添えをお

願い申しあげる。 
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３ 議題 【会長進行】 

これから 12 時までの間の２時間で、大きく４つの議題について話し合いをした

いと思います。限られた時間ですけれども、ご意見をよろしくお願いします。 

 

 (1) 今後の会議スケジュールについて 

資料１及び１-１により事務局から説明 

 【意見・質疑】 

発言者 意見・質疑等 

Ａ委員 利用者負担についてもこの会議で諮ることとなるのか。 

事務局  利用者負担についても、この会議において意見を頂戴したいと

考えている。これについては、国からやっと骨格が出てきたとこ

ろで、次回以降の会議で皆さまのご意見をお伺いできるよう、そ

の準備を進めている。 

Ｂ委員 具体的に、保育認定を始める時期はいつ頃を考えているのか。 

事務局 利用に際しての保育認定は、可能であれば 10 月以降と考えてい

る。ただし、入園申し込みの時期については、まだ各園との協議

をしていない。幼稚園は比較的早めだが、保育所は全て市でやっ

てきており 12 月申し込みとしてきた。今回、幼稚園も含め、基本

的には市の全ての子どもについて市で認定を行うということにな

るので、10 月もしくは 11 月位には認定手続きとなると思ってい

る。 

Ｃ委員 施設等の基準に関する条例の制定については、９月議会への提

案を予定しているのか。 

事務局 その点については、先ほどお話したとおり、６月議会への提案

は難しいことから、９月議会に提案する予定としている。 

Ｃ委員 そうすると、基準については、この会議において６月に説明・

了承ということとなっているが、これが尐しずれこんでいくとい

うことになるのか。 

事務局 先般、国の基準が確定し、今日の議題とさせていただいている

が、６月の会議で再度お諮りし、その後変更がなければ９月議会

に提案することとしたい。 

Ａ委員 ９月議会で条例提案ということになると、各幼稚園では条例が

制定されない段階で来年度の園児募集要項を作成することになる

が、それでいいのかということが幼稚園関係者の中で話題になっ

ている。この資料では６月議会ということになっていたので、奥

州市では大丈夫かと思っていたが、そのあたりはどうなのか。 

事務局 ６月議会が例年よりも早まったことや、国基準の提示が遅かっ

た経過などもあり、内部でもいろいろと検討はしたが、子ども・

子育て会議に諮るだけではなく、一般市民からパブリックコメン

トで意見をいただいたうえで条例を提案すべきと考えた。 

この内容で議決いただけるかは別として、市民及び事業者へ周

知したうえで、条例案を提案したいと思っている。 
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発言者 意見・質疑等 

Ａ委員 募集要項を出す際には利用者負担額も掲載し、どの程度保護者

負担がかかるのかを提示しているが、そうなると、利用者負担は

空欄でということになるのか。 

事務局 給付型施設となる園については、基本的には市の定めた額とな

ることから、市でもこの程度になるというものを提示したいとは

思っているが、国で定める基準額が見えないと市の額はきちんと

お示しはできない。利用者負担額については、慎重かつ迅速に検

討させていただきたい。いずれ、仮の額になるかと思うが、市か

らも併せて周知することで考えている。 

幼稚園で上乗せ徴収とする額については園で決定することとな

るので、その準備は各園で進めていただきたい。 

 

(2) 教育・保育提供区域について 

資料２により事務局から提案内容について説明 

 【意見・質疑】 

発言者 意見・質疑等 

Ａ委員 区域を越えて利用するのは広域的な利用ということでいいか。

区域設定においては、需給関係を区の中でということだが、胆沢

区在住の方が勤務先の関係で水沢区の施設を利用するなどは、広

域的な利用という考えでいいか。 

事務局  胆沢区は、水沢区の保育施設を利用する方が多いが教育施設の

利用は区内の利用が多いため、各区を単位として区域設定した。

他の区の保育施設を利用する方は多いが、胆沢区を除けばそれほ

どの数ではないため、他区の利用を含めたうえで区域設定を５区

とした。市域内での区を越えた利用のほか、他市町村への利用希

望、他市町村からの利用申し込みもあることから、それらを含め

て需給の数値を出すこととなる。 

Ｃ委員 利用に関しては、今回定める区域を越えて利用できるというこ

とでよろしいか。つまり、この区域というものは、計画をたてる

ためのものとみなしていいのか。利用する側からすれば、区域設

定するとなると区域内で利用しなければならないと考えるのでは

ないかと思う。基本的には、区域内の利用ということで、例外的

に区域外の利用を認めるという考えでよろしいか。 

事務局 区域を設定したことにより、他区のお子さんが利用できないと

いうものではない。 

奥州市全域を１区域とした場合、ある区では保育の提供量が足

りないが、別の区では空きがあるため、市全体としては需要と供

給のバランスが満たされることとなってしまう。そうなると、不

足しているエリアの保育量を増やすのが困難となるため、ある程

度利用の範囲は決まっていることから、市として計画をたてる際

に区を１つのエリアとして需給を調整するということであり、区

域外の施設を利用できないということではない。 
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(3) 市事業計画の骨格について 

資料３により事務局から提案内容について説明 

 【意見・質疑】 

Ｃ委員 まず１点目として、５番の計画の推進及び点検・評価の項目に

ついてだが、「計画期間を５年間とする」、そして資料１-１に「計

画期間の中間年を目安として見直し」するとあるが、中間年で見

直しをかけるということでよろしいか。 

計画を立てる中で、計画の見直しについての項目もないとおか

しいと思うが、その点についてはどのように考えているか。 

事務局  点検については、委員さんのおっしゃるとおり。今回は、計画

の構成、骨格についての提案で、点検の時期については、また改

めてお諮りするとこととしている。 

Ｃ委員 見直した部分については、５年後の計画に反映させるのか、そ

れとも中間年で点検して、それをその時点の計画に反映させると

いうことか。 

事務局 資料１-１は、国で定めた基本指針に沿ったもので、中間年で見

直すというのはこのとおり。中間年で計画の見直しはしていくし、

需給数値等についても修正できるということである。 

計画の骨子案の５については、国の指針でも PDCA サイクルを回

して行きなさいということが示されており、具体的にどういう体

制で点検を行うとか評価をしていくかとか、中間年でも見直しを

かけていくということを今後市の計画の中に盛り込んでいくこと

となる。 

Ｃ委員 資料３の「４ 計画の内容」の(1)の②について。５年間の年度

ごとに「量の見込み」「確保策」を記載するとあるが、これは相当

な作業になると思うが、これについて見直しが必要になるだろう

ということで確認した。 

Ｄ委員 今日は、骨子の提案であり、詳細は今後提案するということで、

今日の議題では、この骨子でいいかということでよろしいか。 

事務局 そのとおり、詳細については、またあらためて提案させていた

だく。骨格が決まった後、内容を提示していくということでご了

承願いたい。 

Ｃ委員 了解した。 

Ａ委員 「３計画の基本的考え方」に記載されている「基本理念」につ

いて。これからどのようにしていくかは、基本理念があってはじ

めて独自の分をどうしていくかということになると思う。現在も

「子育て環境ナンバーワンプラン」があり、新制度での理念を国

で提示しているので、それを踏まえてこの会議でもしっかり協議

できたらいいと考えている。スケジュールではその点は触れては

いないが、どのようなものを目指して行くのかという基本理念は、

しっかり協議していきたいと思う。 

事務局 先ほどの説明の中でも申し上げたとおり、常に皆様のご意見を

頂戴し、いただいた意見は、次回以降の会議で反映させていくこ

ととしている。貴重な意見をいただき、ありがとうございます。 
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(4) 市が条例で定める各種基準について 

資料４-１、４-２、４-３により事務局から提案内容について説明 

 【意見・質疑】 

Ｄ委員 資料４-１の参酌すべき基準について。 

①「職員の研修」が努力義務レベルでいいか。 

②「面積基準」で概ね1.65㎡というのは１畳程度。それを欠ける

ということは、例えば８畳に12人の子どもがいるということも可

能になるが、保育環境、放課後児童の環境として本当にそれでい

いのか。利用学年が６年生までとなり児童が増えるので、そのよ

うにするという考えがいいのか、あるいは高学年については優先

順位を低くしてというように考えることはできないかと思った。 

③資料４-２「２家庭的保育事業」のうち、保育時間・保護者との

連絡の項目について、「家庭的保育事業に準じる」と記載されてい

るが、内容が不明であるので、説明を。 

事務局  放課後健全育成事業（資料４-１）の提案理由については、先ほ

ど説明したとおり、緊急にお預かりする必要がある場合を想定し

てのものであり、受けられないという状況を避けるためにという

ことである。持ち帰り、再度検討させていただきたい。 

 （家庭的保育事業（資料４-２）については、誤記のため、後ほ

ど修正資料を提出する。） 

Ｅ委員 放課後健全育成事業（資料４-１）の２頁目。非常災害対策の項

目について、避難訓練等については、先ほど、利用時間帯等も考

慮しながら年２回以上で市の案を示されているが、他の事業では

施設設備の基準を耐火構造又は準耐火構造と示されているが、放

課後については施設を伴うがそれがなく、危険であると感じる。

学校施設でも年に数回は行っているし、平日・土曜そして長期で

も夏・冬休み等あるので、年２回は尐ないのではないかと思う。 

Ｂ委員 資料４-３（特定教育・保育施設等の基準）の８頁、利用者負担

について。 

①現在の保育所制度では、日用品や文房具等は運営費の中で子ど

もたちに支給しているが、新しい制度では、別途徴収してよろし

いということか。 

②食事の提供に要する費用として、１号認定の子どもは、給食費

を徴収するということなのか。 

事務局 実費徴収については、国の情報を確認してお答えする。 

給食費の徴収については、１号認定は施設によって給食を提供

するところとしないところがあるため、利用者負担額には含めず

別途給食費を徴収することとなる。 

いずれも再度確認をしたうえで、お答えしたい。 

Ｆ委員 資料４-１（放課後健全育成事業基準）の４頁。新制度では、６

年生まで入れるということで親は期待している。高学年になると

６時間授業もあり、毎日クラブに行くわけではないと思うが、午

前授業の日などに行けるという安心感があるので、親としては、

優先順位ではなく、狭くてもいいから何とか受け入れてほしいと

思う。 
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Ａ委員 資料４-１（放課後健全育成事業基準）について。 

①保育所が独自事業として行っている学童保育についてもこの基

準を適用するのか。 

②自分は、学童クラブ関係の委員になっているが、民間受託者や

園の独自事業としているところ、また社会福祉協議会などがある。

基準案という大事な部分であり、自分個人の意見は言えるが、他

の運営団体・事業実施者からの意見徴収についてはどのように考

えているのか。 

事務局 ①現在、卒園児を対象とした独自事業で学童保育を実施している

施設が２施設ある。基本的には、独自事業に対してはこの基準の

適用はできないが、確保すべき最低水準は守っていただきたいと

考えている。なお、この２施設については、新制度で学童クラブ

へ移行するかどうかを検討していただいている。 

②他の放課後児童クラブ事業者の意見集約の方法については、事

業者への周知方法も含めて担当課と協議することとしたい。 

Ｇ委員 資料４-３（特定教育・保育施設等の基準）の５頁、苦情解決に

ついて。 

苦情処理規程を持ちなさいということだと思うが、施設型給付

の中には、１号認定のみを預かる幼稚園もあると想定される。当

該規程をつくることにより、多くの苦情で教育の部分が成り立た

なくなってしまうこともあるということで、小学校など義務教育

課程においてもつくられていないと思うが、教育・保育施設につ

いては、やはり税金が投入されることから、「教育のみ」というこ

とは一切関係なくやらなければならないということになるのか。 

事務局 これまでも幼稚園と保育所は様々な違いがあったが、市として

は、同じ３歳以上のお子さんを預かる施設であることから、幼稚

園も保育所も同じ基準とすべきと考えている。特にも、認定こど

も園においては、同じ施設の中にありながら、幼稚園は苦情を受

け付けない、保育所では受け付けるということはできないのでは

と考える。これまで幼稚園にはなかったものも盛り込まれている

かと思うが、この基準は現行の保育所最低基準をほぼ網羅してお

り、基準を下げるとなると保育の質が下がるということになる。

このため、質の確保を諮るため、国の基準に従う内容で提案した。 

Ｇ委員 放課後児童クラブのところで、独自の学童保育事業への基準の

適用について話があったが、施設給付を受けない幼稚園に対して

もこの基準の適用を求めていくのか。 

事務局 これまでどおりの幼稚園として運営していく施設にも適用でき

ればいいかとは思うが、様々な理由で給付を受けずにやっていく

園があった場合に、市が何の権限を持って市の基準を適用させる

のかという問題がある。幼稚園については、県が認可を行ってお

り、県が監査等により運営状況を確認することから、市の基準の

適用を求めることはできないと思う。 

Ｇ委員 放課後児童クラブを受託している幼稚園が施設型給付を受けな

い場合は、どのような扱いとなるのか。 
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事務局 「幼稚園」として市の給付を受けるかどうか、「児童クラブ」を

受託するかどうかは、別々に考えていただくこととなる。幼稚園

が給付対象施設とならなくても、児童クラブ事業を市から受託す

る事は可能である。 

Ｂ委員 ①今回の資料にはないが、指導監査については、今後どのように

なるのか。 

②第三者評価の義務付けについて国が進めているようだが、市と

してはどのように考えているか。 

事務局 ①保育所は、認可を行う県が行う指導監査を毎年受けている。こ

れは、お子さんが安全に過ごせるための基準の遵守、設備、経理

など運営全般にわたって確認を受けるもの。これについては、確

認を行う市が行うこととなると思うが、確認して後ほどお答えし

たい。 

②第三者評価については、情報を把握していない。公定価格の部

分の資料では、第三者評価については加算対象となっており、現

時点では義務付けという事にはなっていないと思われる。 

Ａ委員 ①制度の内容等を口頭で説明されても、事業者等でなければなか

なかわからないと思う。内閣府で「なるほど BOOK」というものが

出ており、Ｑ＆Ａなど保護者の方の見てもわかりやすい内容とな

っているので、委員さんへ配布するのがいいと思う。 

 また、委員さんの中で、制度について勉強したいという方がい

た場合に、講師を呼んでの勉強会などの機会があればいいのでは

ないか。事業者でも、幼稚園は保育園が、保育園は幼稚園がよく

わからないということもあるので、学ぶ機会があればと思う。 

②先ほどみたいに幼稚園や保育園の専門的な話になると、他の委

員さんがわからないことが多く出てくることがある。他の市町村

では、この会議を親会議として、事前に教育・保育部会や情報交

換会を行ったりしているところもある。発達支援は、幼稚園・保

育所・小学校にも関係するが、この会議には発達支援関係者が入

っていない。児童クラブについても、他の放課後健全育成事業と

の関わりが出てくる。このため、この３部門については、親会議

とは別途に事業者が専門的に話し合う機会がないと、事業関係者

が理解しないまま進んでしまう事が懸念されるので、その点を考

慮いただきたい。 

③この子ども・子育て会議の傍聴や制度の周知など、もっと市民

を巻き込み、周知していくようしていくべきだと思う。 

Ｈ委員  幼稚園を利用している立場で、幼稚園の基準について伺いたい。 

①公立幼稚園でも、例えば、帰りの時間が午後１時 30 分だったり

２時だったりと異なっているが。 

②近隣の市町村では、午後の預かりが夕方５時までは無償で利用

できるし、夏休み・冬休みも無償で預かる制度があるが、奥州市

では財政的に難しいのか。 

事務局 ①帰りの時刻などは、合併前のままできている。合併後も検討は

してきたが、地域の特性等もあり、まだ統一はしていない。新制

度に向けて、統一に向けた検討をしていく。 
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②預かり保育の無償化については、財政的な問題もあるが、利用

者の負担の公平性が図られるかが大きな課題となる。市の行財政

改革においても、「負担の公平性」を重視して検討しているところ

であり、それを踏まえて保育料も含め今後の検討とさせていただ

きたい。 

Ｉ委員 資料４-２にある「居宅訪問型保育事業」とは、ファミリー・サ

ポートとは別の事業なのか。 

事務局 「居宅訪問型保育事業」は、ベビーシッターのような事業で、

子どもを預けたいときに、保育をする方がお子さんの家で保育を

行うもの。ファミリー・サポート・センターは、「まかせて会員（お

子さんを預かる方）」の家でお子さんを保育する。 

〈補足〉ファミリー・サポート・センター事業は、有償ボランテ

ィアによる事業であり、保育を行う方の資格は問わないが、居宅

訪問型保育事業は一定の資格が必要となる。 

Ｉ委員 奥州市では、私立幼稚園と公立幼稚園では募集時期が違うと思

うが、新制度では募集時期はどうなるのか。 

事務局 お話のとおり、私立と公立の幼稚園では若干時期は異なってい

る。統一できればいいと思うが、幼稚園・保育所との協議がこれ

からのため、現時点ではまだ未定である。 

Ｈ委員 先ほどの話と重複するが、幼稚園によっては保護者への説明会

を行ったところもあるようで、ただ内容が難しすぎて保護者も大

変混乱しているようだ。例えば、幼稚園は選べないとか、今いる

在園児はどうなるのかなど。そのような噂を聞いたので、早めの

情報提供が必要かと感じている。 

 

４ その他 

 

【意見・質疑】 

Ａ委員 事務局・担当部署の職員が、ボリュームが大きい事業のため、

かなり大変そうなのが事業者側から見ているとわかる。他にも質

問したり資料として準備してほしいものがあるが、頼みづらい状

況にある。国では「全市的対応を」と言っており、奥州市では国

体準備もあるとは聞いているが、可能な限り体制を強化していた

だきたく、要望する。 

 

 

 

 


