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会 議 録（要点筆記） 

 

会  議  名 第９回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成27年2月20日（金） 19時00分～20時10分 

開 催 場 所 米原市役所山東庁舎３階 第１委員会室 

出席者および欠席者 出席委員 ： 13人 

奥田援史会長、竹中礼子副会長、永田かおり委員、福永ひろみ委員、 

吉田兼次委員、須戸三重子委員、伊藤治夫委員、伊藤理乃委員、 

髙橋淳一委員、赤尾真樹子委員、谷口みゆき委員、山田裕美委員、 

木船満千子委員 

 

欠席委員 ： ２人 

山本百合子委員、三原作之委員 

 

事 務 局 ： ９人 

岩山光一こども未来部長 

子育て支援課：丸本光雄課長、口分田剛、池田昌司 

保育幼稚園課：安食富美子課長、嶌真弓、川西譲 

㈱ぎょうせい：山野充寛、井川剛至 

議    題 （1） パブリックコメントの結果について 

（2） 米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

結    論 

（決定した方針、残

された問題点、保留

事項等を記載する。）

 

本日、議論した計画案のとおり会長から市長へ答申する。 
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審 議 経 過 

 （主な意見等を原

則として発言順に記

載し、同一内容は一

つにまとめる。）  

１ 開会あいさつ 

［ 奥田会長 ］ 

 

２ 連絡事項 

  ・当日配布資料の確認 

 

３ 議題 

（１）パブリックコメントの結果について 

 （２）米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

会長 

 議題の（１）と（２）は関連がありますので一括で審議したいと思いま

す。事務局から説明をお願いします 

  

事務局から次の資料について説明  

 

・【資料１】パブリックコメントの結果について 

・【資料２】米原市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

 

会長 

 ただ今、説明のありました議題について御意見や御質問がありましたら

お願いします。まず、パブリックコメントについて御意見があればお願い

します。 

 

会長 

意見を出された２人の方は、専門職の方ですか。 

 

事務局 

２人とも一般の市民の方です。 

 

会長 

重点プロジェクトの推進について、子どもの人数が毎年 100 人ずつ減る

と表記されていますがどこを見れば分かりますか。 

 

事務局 

計画案の 48 ページの表の一番上に子どもの人口という欄があります。平

成 23 年度は 7,133 人で平成 26 年は 6,797 人で、これを右へ順に見ていく
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と毎年 100 人ずつくらい減っていくので、そのように表現させていただき

ました。 

 

会長 

 その他御意見はありませんか。無いようなので答申について説明をお願

いします。 

 

事務局 

「米原市子ども・子育て支援事業計画の策定について（答申）」の書類と

最後に配布させていただきました（１）から（４）の意見を明記した資料

と併用して説明させていただきます。10 月 30 日の第１回審議会において

市長から会長に諮問として計画策定の依頼がありましたので、これに対し

て答申という形でお返しをする必要があります。そのため来週の２月 24

日に米原庁舎で会長から市長に答申していただく予定をしています。単に

計画案だけをお返しするのではなく、審議会では９回にわたって議論して

きていますので委員それぞれの思いもあると思います。この思いを文書化

したものが「答申書」になります。「答申に当たって」として明記している

意見の（１）は幼児期の教育・保育の充実と働きながら子育てしやすい環

境を望む意見を沢山いただきましたので、そのことを明記しました。（２）

はパブリックコメントでも意見がありましたが、将来に負担を残さないよ

うに配慮しながら取組を進めてほしいということを明記しています。（３）

は先の資料から追加をさせていただきましたが、子育て支援をすればする

ほど子育て放棄につながっていくのではないかという意見もありましたの

で、家庭や地域での触れ合いが大切で人づくり・地域づくりを通じた子育

てしやすいまちをつくってほしいという思いから、親子の触れ合いが希薄

化しないように配慮することを明記させていただきました。（４）は計画そ

のものが絵に描いた餅にならないで実効性のある計画になるよう毎年点検

をしてくださるよう会長から市長に答申をしていただきたいと思います。   

 

会長 

今の説明について御意見や御感想をお願いします。 

 

委員 

（３）の意図するところは良く分かるのですが、「子どもは未来の宝」とい

うのが今既に宝ですので違和感を感じます。 

 

事務局 
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どちらかというと未来を担う宝という意味です。子ども条例の前文にも

「未来の宝である」と表現しています。 

会長 

「未来の宝である」を削除すると問題がありますか。 

 

事務局 

削除しても特に問題は無いです。 

 

委員 

（３）の内容は分かるのですが、表現の方法として、「子育て支援を優先す

ることによって親子の心の通い合いや…」うんぬんの中で子育て支援を優

先することによって、そのことが助長されるのでしょうか。例えば人に預

けてしまうことで触れ合いが無くなるとか、学童保育に預けることで親子

の時間が無くなるという物理的なことを指しているのだと思いますが、子

育て支援というものは総合的なプロジェクトとして家庭支援・家庭力の支

援も含めてのことと捉える部分があったので、そこをイコールにしてしま

うような気配が感じられるのはいかがなものか、もう少し良い表現方法は

無いのかと思います。 

 

会長 

 私も同じように感じています。子育て支援というのは親子の心の触れ合

いも助ける意味合いもありますので、「一緒に」という表現に変えたいと思

いますがいかがでしょうか。大体のニュアンスは分かりましたので、後ほ

ど事務局と私とで案を練りたいと思いますので一任していただけますか。

子育て支援すればするほど希薄化するということもありますが、率直にそ

の面だけを強調しないように考えたいと思います。 

 

事務局 

ストレートに言うのではなく、もう少し広い意味での表現で検討してみ

ます。 

 

委員 

いろいろなサポートによって親子がいわゆる社会の中で幸せな子育てを

するということを、ここに明記するということだと思うので、希薄化を助

長させることを明記することではないように思います。 

 

会長 
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確かにそういう面もありますが、わざわざここに書く必要性が無く、そ

れよりも子育て支援のプラス面を書いた方が良いということですね。 

 

事務局 

そうすると（３）を削って元々の（１）（２）（３）の文面に戻せば違和

感なくつながると思います。 

 

会長 

 事務局から元の３項目の案で良いのではという意見ですが、委員の皆さ

んの御意見はいかがですか。 

 

委員 

元の３項目の案で良いと思います。 

 

事務局 

会長が答申いただくときにこういった意見もあったということを口頭で

市長に伝えていただければ良いかと思います。 

 

会長 

分かりました。それでは当初の案の３つの項目を文面に記し、私が答申

のときに言葉を添えるということでお願いします。 

 

委員 

ただ今のことについて、３つの案だと淡々とした感じで表現されている

ので、これに対しての熱い思いや考えなどもう少し考えていただけたら深

い内容のものにもなりそうな気がしますので、再度検討してはいかがです

か。 

 

会長 

 この答申の内容は、計画冊子にも記載するのですか。 

 

事務局 

 資料編として記載します。 

 

委員 

何か言葉を追加していただけるとしたら、子育て支援によって親子の触

れ合いの質を高めることを望むというニュアンスのことを入れていただい
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たら、子どもと触れ合う時間が短くなっても、充実した濃厚な触れ合いが

したいという気持ちで受入れていただけるのではないかと思います。表現

は難しいのですが付け加えたいような気がします。 

 

会長 

２人の委員から表現を検討してはという御意見をいただきましたが、ど

なたかもう少し御意見をいただけますか。 

 

委員 

私もこの内容は残しておいて良いと思います。最初におっしゃった（３）

について、私は母子家庭ですが、働かなくてはいけないという思いと子ど

もに寂しい思いをさせているという思いとがあって、そのことから考える

とこの文章は違和感を感じます。でも（２）にある意味含まれているとお

っしゃったのですが（２）は将来の負担を残さないような配慮で終わって

いて、少しニュアンスが違っていますので、今後考えていく子育て支援と

いうのは、単にサービスの充実ではなくて親子の触れ合いや、支援するこ

とによって親子の関係が良くなるとか、そのあたりを願いたいのだという

ことを掲げる方が良いのではと思います。 

 

会長 

他に御意見があればお願いします。 

 

委員 

この文章を見て感じたのは、（１）はいろいろな施策を講じて子育てしや

すい環境を作っていく、（２）は中段までが同じことを書いているような気

がしますので、端的に言うなら「計画の推進に当たっては将来に負担を残

さない」でも良いのかと感じました。もし（３）を残すとしたら「計画の

推進に当たっては」と「将来の負担を残さない」の間に何かソフト的に親

子の触れ合いなどを費用を掛けずにできることもあるので、そういうこと

をしながら将来に負担を残さないようにしていくとかもあるかと感じたの

で、なにか良い表現がないかと思います。 

 

会長 

（１）はこのままで（４）も評価なのでこの表現として、（２）と（３）を

一緒にするのも含んでということですね。事務局はどのように考えますか。 

 

事務局 



 

 

7 

 

いくつか案は持っているのですが。1 つの案を言ってみますと（３）の

修正案ですが、「子ども子育て支援を推進するに当たっては親子の心の通い

合いや触れ合いを含めた子育ち・子育て環境の充実に配慮されることを望

みます。」 

 

事務局 

もう 1つの案ですが、「子育ち・子育て環境の充実は、子どもたちが健や

かに育つために重要であることは認識しています。その際、様々な子育て

支援施策によって親子の心の通い合いや触れ合いが更に深まるよう環境整

備に配慮されることを望みます。」というのが２つ目の案です。 

 

会長 

今おっしゃった文書の最後に「将来に負担を残さないよう配慮もしなが

ら推進されることを望みます」というのを付け加えたら（２）と（３）を

一緒にした文面になると思うのですが、このような内容を付け加えること

で整理していけばいかがでしょうか。 

 

事務局 

このような内容で御了解いただけたら文面を修正し、会長から市長に答

申していただくこととなります。 

 

会長 

大変申し訳ありませんが火曜日に答申をすることになっていますので、

今の御意見を配慮した形で、また委員の皆さんがおっしゃったことを十分

くみ取った上で、文言については後ほど事務局と相談しながら考えたいと

思います。 

 

会長 

最後の６章の計画の推進の評価については、今後どのようになっていく

のですか。見通しのようなものはございますか。 

 

事務局 

今回、皆さんに子ども・子育て審議会の委員として委嘱させていただい

て、任期は 25 年、26 年度の２年間でした。この審議会は来年度以降も継

続し、また２年任期で新たな委員を委嘱させていただく予定です。今回の

資料にも次世代育成支援行動計画の報告書がありますが、新しい委員に施

策の進捗状況を振興管理し点検いただき同じような報告書を作成していく
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こととなります。 

 

会長 

また、新たに違う委員を委嘱するのですね。 

 

事務局 

引き続きやっていただけるのが一番良いのですが、様々な団体にお願い

して推薦していただいたり、一般公募をしながら新しい委員を委嘱してい

きます。 

 

会長 

審議会の回数は何回程度ですか。 

 

事務局 

１年に１回か２回くらいの開催を考えています。 

 

会長 

せっかくこのような立派な計画書を作成しましたので、実効性がある計

画となりますように進行管理をしっかりしていってほしいと思います。そ

うは言っても時代時代によって少しずつ環境も変化していきますので、そ

のあたりもしっかり把握しながら推進していってください。 

 

会長 

 その他御意見もないようですのでこれで質疑を終結いたします。 

それでは本日の議題は全て終了しましたので、これで会議を終了したい

と思います。議事を事務局にお返しします。 

 

副会長 

[閉会あいさつ］ 

 

岩山こども未来部長 

［お礼のあいさつ］ 

 

                       閉会 20 時 10 分 
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会議の公開・非公開

の別 

■公 開    傍聴者：  ０ 人  

□一部公開 

□非 公 開 

 一部公開または非公開とした理由  

（                                                 ） 

会議録の開示・非開

示の別 

■開 示  

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                                    ）  

全部記録の有無 
会議の全部記録  ■有  □無 

録音テープ記録  ■有  □無 

担  当  課 こども未来部 子育て支援課 

 


