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審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 松阪市子ども・子育て会議（第 14回） 

２．開 催 日 時 平成 28年 5月 26日（木）午後 6時 00分から午後 8時 20分 

３．開 催 場 所 松阪市産業振興センター3階研修ホール 

４．出席者氏名 

委 員 ◎須永進、中津麗、殿内裕哉、高谷育子、○髙島清子、中

村昭子、高橋恵司、西出泰弘、鈴木エリ子、塩谷明美、大西可奈

子、奥田浩司、近藤慎一郎、安田尚樹、岡田晴夫、小林奈美   

（◎会長・○副会長） 

事務局 竹上真人市長、薗部功福祉事務所長、長野功子ども子育

て支援推進マネージャー、沼田雅彦こども未来課長、阪口和恵家

庭児童支援担当監、荒木章次保育園担当担当監、鈴木良行こども

担当主幹、大滝和則こども係主任、世古章子健康推進課主任、松

林正人教育総務課総務政策担当主幹、安東美代子総務政策係長、

添田一美学校支援課教育課程係員 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 3人 

７．担 当 

松阪市殿町 1340番地 1 松阪市福祉事務所こども未来課 

担当者： 荒木、大滝 

電 話： 0598-53-4212    ＦＡＸ： 0598-26-9113 

e-mail： kod.div＠city.matsusaka.mie.jp 

協議事項 

１．委嘱状交付 

２．市長挨拶 

３．松阪市子ども・子育て会議会長挨拶 

４．議事 

（１）平成 27年度の具体的な取り組みについて 

（２）平成 28年度子ども・子育てに係る主な取り組みについて 

（３）専門部会の設置について（松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会） 

５．その他 

 

議事録 

 別紙「松阪市子ども・子育て会議（第 14回）議事録」のとおり 
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松阪市子ども・子育て会議（第 14回）議事録 

 

日  時：平成 28年 5月 26日（木）18:00～20：20 

場  所：産業振興センター３階研修ホール 

出席委員：須永進（会長）、中津 麗、殿内裕哉、高谷育子、髙島清子（副会長）、中村昭子、

高橋恵司、西出泰弘、鈴木エリ子、塩谷明美、大西可奈子、奥田浩司、近藤慎一

郎、安田尚樹、岡田晴夫、小林奈美 

欠席委員：正木励弥、堤 康雄、岡田 実 

事 務 局 ：竹上真人市長、  薗部功福祉事務所長、長野功子ども子育て支援推進マネージ

ャー、沼田雅彦こども未来課長、阪口和恵家庭児童支援担当監、荒木章次保育

園担当担当監、鈴木良行こども担当主幹、大滝和則こども係主任、世古章子健

康推進課主任、松林正人教育総務課総務政策担当主幹、安東美代子総務政策係

長、添田一美学校支援課教育課程係員 

 

配布資料：・第 14回松阪市子ども・子育て会議・事項書 

・「松阪市子ども・子育て会議委員名簿」 

・「松阪市子ども・子育て支援事業計画《平成 27年度実績・28年度計画報告書》」 

・「平成 28年度 子ども・子育てに係る主な取り組み」 

・「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会」の設置（案） 

・「松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討」 

・ハローベビープログラム 

 

［議事録］ 

 

＜開会＞ 

 

１．委嘱状交付【市長より新任委員へ】 

  新任委員  

・幼稚園保護者代表    松阪市ＰＴＡ連合会幼稚園部長   中津 麗 

・小中学校保護者代表   松阪市ＰＴＡ連合会会長      殿内 裕哉 

・公立保育園代表     松阪市立保育園長会会長      高谷 育子 

・公中学校代表      松阪市立松ヶ崎小学校長      西出 泰弘 

 

２．市長挨拶【竹上市長より】 

本日は、お忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございます。平成 28 年度は、

様々なことについて、ご意見をいただきたいと思います。今年度は、総合計画のこともあ

り、また子育て一番宣言ということで、子どもたちのことを優先政策として取り上げてい
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きたいと考えています。その中で、平成 29 年度の組織改正に向けて、幼稚園と保育園の

あり方など様々な取り組みをしなければいけません。いろんな形で、いかに子どもたちが

健やかに育っていくかということに対し、市としてももう一歩前にすすめていきたいと思

います。ぜひともご協力いただきますようよろしくお願いします。 

（市長は他の公務があり、ここで退席） 

 

３．子ども・子育て会議会長挨拶【須永会長より】 

この会議も 14回ということで、いろいろと議論をやっていきました。そして、一つの成

果として事業計画を立てました。これからは事業計画を検証していくということが会議の

役割になります。また、新しい委員の方が加わってきいただきましたので、いろいろご意

見を聞かせていだたき、しっかりと検証していきたいと思います。どうぞ、皆さまよろし

くお願いします。 

 

４．報告事項 

（１）平成 27年度の具体的な取り組みについて 

事務局より平成 27年度の具体的な取り組みについて、資料「松阪市子ども・子育て支

援事業計画《平成 27年度実績・28年度計画報告書》」をもとに説明。 

 

（質疑応答・意見交換） 

 

会長 

  「松阪市子ども・子育て支援事業計画における具体的な取り組みについて」について報

告をいただきました。 

25 ページまでのところ（第４章基本目標ごとの具体的な取り組み<108 項目>）で何か質

疑・意見等ありませんか。 

松阪市子ども･子育て支援事業計画の第６章計画の進行管理、１．施策の実施状況の点

検の中では、「計画の適切な進行管理を進めるために、庁内関係各課を中心に具体的施策

の進行状況について把握するとともに、「松阪市子ども･子育て会議」にて、施策の実施状

況について点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施する

ものとします。」と書かれています。 

 

委員 

 5ページの一番下の項目「家庭児童相談室事業」というものですが、私も心配事相談を 9

年ほどやっております。問題があれば行政の方であげさせていただいておりますが、どこ

までの相談にのっていただけるのでしょうか。 

 

 事務局 

家庭児童相談室事業としては、相談の内容によっては関係機関へつなげていきます。発
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達ですと育ちサポート室、子育てに関しては子育て支援センター、子育て支援研究センタ

ー等をご紹介させていただいております。 

 

委員 

保健師さんがご家庭を訪問していると思いますが、保育園や幼稚園に行かれているお子

様の相談はどこで吸い上げてくれるのでしょうか。もうひとつ窓口が必要ではないかと思

われます。 

 

事務局 

その件につきましては、いわゆる保育園、幼稚園、小中学校も窓口になっておっており、

適切なところにつなげていくような仕組みになっております。オール松阪市の体制になっ

ております。 

 

委員 

ファミリーサポートセンター事業をやっていると入会の方でひとり親家庭が増えてきて

いると感じています。ひとり親の支援としては 6ページの 8番～10番くらいのメニューな

のでしょうか。 

 

 事務局 

6ページの 8番～10番はひとり親家庭の支援でございますが、5番～7番もひとり親家庭

の事業でございます。5 番の児童扶養手当は経済的支援、6、7 番の訓練給付金事業は一定

の資格を取っていただいて、就職していただいて自立していただくことを目的とした支援

でございます。つまり、6ページ全ての項目がひとり親家庭の施策であります。 

 

委員 

ひとり親でなくても、様々な事例のケースがあると思いますが、どんな施策があり、ど

のように対応をされているのでしょうか。 

 

 事務局 

この冊子に載っている全ての事業が子育ての支援メニューでございます。 

特に先ほど言いました 6 ページの内容は、ひとり親の支援となっております。また、5 ペ

ージでは、特に支援が必要になる対応事業となっております。 

 

委員 

たくさんの施策があり、担当される課は多岐にわたっております。どこへ相談連絡をし

たらいいのか分からないという話があります。ひとつの機関へ電話したら、必要な部署に

つないでくれるシステムを構築してほしいです。つまり、コーディネートをする人をつく

ってほしいと思います。 
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 事務局 

相談機関は、たくさんの場所があります。保育園、小中学校、子育ち支援センター、健

康センターでもあります。それぞれが連携をしておりますので、内容を確認して、必要な

支援につなげています。 

 

会長 

様々なメニューがあるのは良いことですが、どこへ連絡をしていいのか分からない人は

多いと思います。それを考えますと、どこか決まった番号にかけてもらって、次につなげ

てもらうような、そんな形がいいのではないでしょうか。 

こども課のようなものをつくってもらって、そこにかけてもらえば、すべてのメニュー

に対応できるようになればいいのかなと思います。その体制を考えていただきますようお

願いします。 

 

 委員 

この子ども・子育て支援事業が始まってから新たに取り組まれたものは何でしょうか。

もともとからあるものが大半のようなので、わかりにくいです。 

 

 事務局 

108 項目の事業があります。すべてが新しいものではありません。従来の事業が大半で

ございます。ただ、13ページのところにある健康推進課の産後ケア事業、利用者支援事業

が新たに 2項目追加されております。 

 

会長 

この事業計画の前に次世代育成行動計画があり、それを引き継いできている項目もあり

ます。必要な事業については継続、発展させていくということです。つまり、この 108 事

業はどれをとっても必要な事業になります。 

次に事業計画のところで 26 ページ以降のところでは特にご質問ありませんか。過不足

のところではマイナス面もでているところもありましたが、5 年計画ですので、その期間

にクリアできると示されております。 

 

全ての委員  特になし 

 

 

（２）平成 28年度子ども・子育てに係る主な取り組みについて 

事務局より、資料「平成 28年度 子ども・子育てに係る主な取り組み」をもとに説明。 
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（質疑応答・意見交換） 

 

会長 

  「平成２８年度の子ども･子育てに係る主な取り組みについて」事務局から説明がありま

したが、何かこの件につきまして、委員の皆さんから質問や意見等ございませんか。 

 平成 28年度からも課題が多いと思いますが、どうでしょうか。 

 

委員 

小学校に勤務しているのですが、入学前の話を聞かせていただくことがあります。幼稚

園・保育園の窓口一本化は、先生や保護者の方にとっては注目する内容ではないかと思い

ます。また、説明の中で、認定子ども園の話もありました。幼稚園・保育園の業務のすり

合わせもやっていくことになりますが、それぞれの良さがありますので、まずは最大限の

良さを大切にすりあわせをやっていくことが重要かなと思います。 

今年度は、花岡幼稚園の方で 3 歳時保育を導入してもらっております。松尾幼稚園の 3

歳児の 2クラスを 1つ減らして実施します。抽選になるかというくらい潜在的ニーズがあ

り、花岡幼稚園の保護者の方が喜んでいたと聞いております。ただ、注意しなければいけ

ないのは、何かを動かした時に別のところに歪ができたらいけないと思います。また、市

内のニーズ量を拝見すると 3 歳児保育のクラスをいきなり増やすのは厳しいのではないか

と感じております。ただ、お金の問題もありますが、既存の園舎等にスペースがあるので

あれば、今年度に実施したような形でできないでしょうか。ある幼稚園には 3歳児は 2ク

ラスあるけど 4歳児クラスは 1クラスしかないとかの問題がないようにしてもらえたらと

思います。3 から 5 歳まで転園せずに進みたいと聞かせてもらっております。今後、伊勢

寺幼稚園では 2 クラスありますが、残念ながら殿町中学校区には幼稚園がありませんので、

伊勢寺幼稚園の 1 クラスを松江幼稚園に動かせないかなと感じております。今、ここです

ぐに返事できることではないと思いますが、また、いろんな問題点があるのであれば、教

えていただければと思います。 

 

会長 

その件につきましては、専門部会の方で話がでてくるのではないかと思われます。今は

あくまで平成 28 年度に対しての取り組みのご意見をいただければと思いますので、また

改めて、ご説明いただければと思います。 

 

委員 

 松阪版ネウボラにつきまして、市長が言ってますが、この先、どうなっていくのだろう

かと期待をしております。それは理想的なシステムであり、虐待予防にもなるのではと思

っております。どういう形で実現できるのか、民間の力も活用していただき、一緒にでき

ればと思っております。この内容を見て、松阪に住んでみたいと思われる人が増えてくる

といいなと思っております。 
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 委員 

7 番目の潜在専門職（潜在保育士）トレーニングプロジェクトですが、保育士だけなの

でしょうか。幼稚園の先生はどうなのでしょうか。幼稚園がなくなるのかというイメージ

があります。 

 

 事務局 

保育士は不足している状況もあり、今、計画しているのは保育士です。3年前は看護師、

昨年からは介護士、今年度からは保育士というプロジェクトを考えております。 

 

会長 

保育士のニーズが高く、保育士が不足しているという事態です。福祉関係の仕事につい

て処遇はよくありません。もし、潜在的な人たちを取り込んでいくのであれば、処遇を改

善しないといけないことだと思います。ただ、それをどこで補うかというとおそらく消費

税ですが、どうなってくるのか分からない状況です。なかなか、この問題は難しいと思わ

れます。学生たちをみても、夢を持って入ってきているものの、処遇の問題にあたると引

いてしまい、何人かは一般企業に転職しています。大変な仕事をしているのに給与の問題

など社会的認知が低いと感じています。潜在プロジェクトのトレーニングにプラスして処

遇も考えてほしいと思います。その意見も含めて、何かありませんか。 

 

委員 

幼稚園の方でも先生不足で、私立では採用しにくい状態となっております。潜在保育士

の中に幼稚園の教諭も含まれていると思っておりました。幼稚園の教諭も育ててもらう対

応もしていただければと思います。 

 

 会長 

その潜在専門職のプロジェクトについても行政の方で考えていただき、また、具体的な

案があれば、示していただければと思います。 

 

全ての委員  特になし 

 

 

 

 

（３）専門部会の設置について（松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会） 

事務局より、専門部会の設置について、資料「松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討」

「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会」の設置（案）をもとに説明。 
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（質疑応答・意見交換） 

 

会長 

  ご存じのように今、非常に大きく変わろうとしている時期であり、松阪市もこれからの

方向性を示していく必要があると考えます。今まで保育園・幼稚園は並行したように歩ん

できました。福祉と幼児教育として考えられてきました。ここにきて、認定子ども園もそ

うですが、ひとつの方向性を見出して、同じ場所・保育内容で子どもたちが生活していく

ことを考えていこうとするものです。 

説明の根拠となっているものは、松阪市子ども･子育て会議条例第 8条第 1項で、「第 2

条に規定する所掌事務についてより専門的な調査審議を行う必要があるときには、子ど

も･子育て会議に専門部会を置くことができる。」と定められております。 

メンバーについては事務局から紹介があった 11 名の方たちにお願いして、議論してい

くと認めていただきたいといったことになります。内容的には説明にあったようにこれか

らのあり方を考えていこうということですので、ぜひ委員の方々の承認をいただきたいと

思います。説明を含めて、その前に聞いておきたいことがあれば、挙手してください。 

それではさっそくで申し訳ないですが、賛成していただける方は挙手をお願いします。 

 ≪委員・挙手≫ 

 

会長 

賛成多数で、当会議内に専門部会「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会」を設置す

ることといたします。 

「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会」の部員につきましては、先ほど事務局より

ご提案のありましたメンバー11名で構成するということでよろしいでしょうか。賛成の方

は、挙手をお願いします。 

 ≪委員・挙手≫ 

 

会長 

ありがとうございます。賛成多数で、専門部会「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部

会」の部員は、11人の方にお願いしますので、よろしくお願いします。 

第１回目の「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会」の開催は、6月 9日（木）午後 6

時から、場所は、ここの 2 階（人材育成室）で開催するということでございます。よろし

くお願いします。 

 

事務局 

改めて、開催通知については、送付させていただきます。 
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５．その他 

 

会長 

それでは、議事の項目については全て終えましたが、委員のみなさんから、子ども・子

育てに関連して、これまでの内容のことでも結構ですし、何かご意見等ありましたらご発

言をお願いします。 

 

委員 

地域での子育て支援がありますが、高齢者の支援は手厚いと思われます。包括支援セン

ター相談窓口もございます。また、高齢者のサロンというのがございます。その事業との

連携も密にしていただければと思います。高齢者の方の健康寿命を延ばすためのひとつと

なっております。そのようなことも子どもたちの教育になるのではないでしょうか。 

 

会長 

よろしいでしょうか。ご意見等ないようでしたら、塩谷委員より資料提供をいただいて

いますので、よろしくお願いします。 

 

委員 

商店街との連携事業「ハローベビープログラム」の実施についてです。松阪市中心商店

街活性化事業の助成をいただいております。産前産後の 6 回シリーズのプログラムです。

命の授業やコンサート、話し合いの場を持ち、子育ての孤立を防ぐ、母親が自立して子育

てできればなあと思っています。カナダの子育て支援にノーバディーズパーフェクトとい

うものがありまして、完璧な親はいないということなんですが、はじめから親にはなれる

ものではなく、いろんなことを体験しながら親になっていくという考えです。この事業は

第 1子の妊婦さんやパートナーを対象にしています。もし、周りに 9月初旬から 11月中旬

にかけて、出産予定の方がいれば、お声がけいただければと思います。 

 

委員 

ネウボラの件ですが、名張市が先進的の取り組みをしております。名張市との取り組み

の違いはございます。名張市の小児科のドクターが言い出したことがきっかけだったと思

いますが、その先生からお話しを聞くこともいいのではないかと思います。いくらでも依

頼させていただきます。名張市は、各地域に生活支援員がおりまして、その方が子育てを

担当しています。そこで問題が発見されたら、担当へ連絡が来る仕組みだけど、松阪市は

健康センターに行かないと相談が受けれないので、かなりの差を感じます。例えば、相談

員を市民センターに配置させる、保育園に配置させることはどうなのでしょうか。一度、

その小児科ドクターのお話しを聞いていただければと思います。 
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会長 

  他の委員の皆さんで何かございませんでしょうか。意見がなければ、事務局の方で何か

ありますか。 

 

事務局 

今後の「松阪市子ども・子育て会議」の開催についてございますが、松阪市立幼稚園・ 

保育園あり方検討部会の状況を見ながら、会長・副会長とも相談の上、開催のご案内を出

させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

会長 

他に特に意見がないようであれば、これで本日の会議を終了いたします。皆様のご協力

のおかげをもちましてスムーズに進行することができました。ありがとうございました。 

 

部長挨拶【薗部福祉部長より】 

たくさんのご意見ありがとうございました。また、メールでも何でも結構です。できれ

ば、皆さまの思いを事務局の方へ出していただきたいと思います。まず、それを集約した

上で、次回の時に回答をさせていただきます。ここの場だけでなく、しっかりとすすめて

いきたいと思います。また、今後は幼稚園・保育園あり方検討部会の方もご協力よろしく

お願いします。本日は誠にありがとうございました。 

 

＜閉会＞ 


