
 

 

会 議 録 

会  議  名  第１回 米原市子ども・子育て審議会 

開 催 日 時 平成25年10月30日（水） 19時00分～21時00分 

開 催 場 所  米原市役所山東庁舎 会議室2AB 

出席者および欠席者  出席委員 ： 15人 

奥田援史委員、山本百合子委員、永田かおり委員、福永ひろみ委員、

吉田兼次委員、三原作之委員、安食富美子委員、伊藤治夫委員、 

竹中礼子委員、髙橋淳一委員、赤尾真樹子委員、伊藤理乃委員、 

谷口みゆき委員、山田裕美委員、木船満千子委員 

欠席委員 ： なし 

 

事務局 ： ９人 

平尾道雄市長、岩山光一健康福祉部理事 

子育て支援課：丸本光雄課長、須戸三重子、口分田剛、川西譲、池

田昌司、加藤正樹、樋口晃一 

議    題 （１）子ども・子育て支援新制度について 

（２）今後のスケジュールについて 

（３）アンケート調査（市民ニーズ調査）について 

結    論 各委員の意見を基にアンケート調査票を修正し、市民に送付する。 

審 議 経 過 事務局 

皆さん、こんばんは。本日は何かとご多用の中、また夜分お疲れ

のところご出席いただき誠にありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただ今より「第１回米原市子ども・子育

て審議会」を開催させていただきます。 

まず審議会を始めるに当たりまして、平尾市長よりご挨拶をさせ

ていただきます。 

 

市長 

皆さん、こんばんは。市長の平尾でございます。 

本日は、米原市の子ども・子育て審議会を開催させていただきま

したところ、委員の皆様にはご多忙の中お集まりいただき、また、

委員のお願いを快くお引き受けいただきありがとうございます。重

ねて御礼を申し上げます。 

もうご存知のとおりでありますが、少子化、高齢化、人口減少、

地域の疲弊、このことが枕詞のように語られているこの時代、次の



 

 

時代に対して何ができるのであろうということが真剣に議論をされ

ています。しかもそこには行政にとっては大変な危機感を持ってこ

の問題に向き合っています。私たちは、子どもの育ちの環境、家庭

の環境が大きく変わっていることを実感しています。このまま続い

たらどうなるのかも予測としてあると思います。もう一度子育て、

子どもの環境をどう捉えるのか、今の世代の大人たちの大きな責任

だと思っています。 

少子化の問題は真剣に取り組まなければなりません。子どもたち

の育ちと同時に子どもたちは夫婦、いわゆる男女の中から生まれて

くる状態をいえば、結婚、出産、育児、子育て、教育という流れが

あります。私はその初期段階として結婚の問題も少子化対策として

見据えていきたいと思っています。また、結婚の前の出会いの問題

も、社会あるいは公も改めて向き合わなければならない時代になっ

ていることも危機感として持っています。 

さらに、私は子どもたちが生まれてくる環境について隙間なく行

政がどう責任を果たすのかという点も大事だと思っています。その

ためには、ルール・システムも大胆に疑ってみる。このまま続けて

いいのであろうか。新しいルールはどんなふうに作るべきなのか。

この点も子ども・子育て審議会の中で議論していただきたい点であ

ります。 

米原市には子どもに関する計画として次世代育成支援行動計画が

あります。これは平成 26年度で終了しますので、これを改善すると

いう背景もありながら、我々としては隙間のない子育て支援施策に

ついて皆さんのご意見を賜わりたいと思っています。 

特にこの審議会の委員を見ていまして嬉しいと思ったのは、15人

の委員中８人が中学生までのお子さんをお持ちであり、また 10人が

女性の委員ということで、米原市始まって以来の女性優位の委員会

が見事に立ち上がったということです。しかも、子ども・子育てと

いう大変重要な部分に女性の感性、生活感、個性、優しさが入って

審議されることに大変大きな期待をしています。直感や実感として

持っている子育てや、子どもたちの環境に対するご意見を率直に忌

憚のないご意見を申し述べていただきたいと思います。 

出来上がった計画を通して行政として政策を打ち出し、市民の皆

さんがこのまちで子育てをすることの希望につながり、自分の人生

の生きがいややりがいにつながる、子どもと一緒に自分たちも育っ

ていこう、そういう子どもや大人が育つまちを私は「希望都市まい



 

 

ばら」として位置付けたいと思います。 

基本中の基本は、子育てに自信を持って、経済的な負担も行政が

軽減することで、このまちで子育てする、この場所で人生を子ども

たちと送ることが何よりも幸せなんだと実感を持てるまちを作り、

みんなで子どもたちを育て、社会で子どもたちを育んでいく、おお

らかで明るく、希望のある米原にしていきたい。 

そんな願いを込めまして、まさに実感をもって直感をもってこの

場でそれぞれご議論賜りたい。言葉が整わなくもおおいに結構です。

思いの丈を述べていただいてこれはおかしい、これはこんな方法が

あるのではないかと率直に議論していただく、まさに市民として子

育て真最中の皆さんのご意見を賜りたいと思います。 

繰り返しになりますが、本審議会が活発な議論になり、市民全体

が議会も含めてこれでいこうという子ども・子育て支援事業計画を

策定いただくことを切にお願いしまして、開会に当りましてのお願

いとご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

〔 事務局：配布資料の説明 〕 

 

２ 委員紹介 

〔 各委員自己紹介・事務局自己紹介 〕 

 

３ 委嘱状の交付 

〔 代表：谷口 みゆき（一般公募）委員 〕 

 

４ 会長、副会長の選任について 

事務局 

それでは、議事に入らせていただく前に、会議の成立でございま

すが、【資料２】「審議会条例第６条第２項」により、委員の半数以

上の出席が必要となっております。本日の出席委員数は委員 15人全

員でありますので、本審議会が成立しておりますことを報告いたし

ます。 

また、本日の審議会につきましては、【資料３】「米原市付属機関

の会議の公開に関する要領」に基づきまして公開で行いますので、

傍聴者の入室を認めております。ご了承願います。 

これより、議事に入らせていただきますが、まず「会長、副会長



 

 

の選出について」でございます。「米原市子ども・子育て審議会条例

第５条第１項」により、会長および副会長は委員の互選により定め

るとしております。それでは、会長および副会長の選出に入りたい

と存じます。どなたかご提案はございますか。 

 

委員 

事務局に一任します。 

 

事務局 

ただ今、事務局一任のお声をいただきましたので、事務局案とし

まして会長に１号委員の奥田援史委員、副会長に３号委員竹中礼子

委員の就任を提案いたします。皆様、これにご異議ございませんか。 

 

委員一同 

異議なし。 

 

事務局 

異議なしとのお声でございますので、会長に奥田委員、副会長に

竹中委員にご就任いただき、今後の会議運営についてよろしくお願

いいたします。それでは奥田委員と竹中委員は会長席、副会長席に

ご移動ください。 

 

会長 

重責ですが微力ながら尽力したいと思います。子育て支援が充実

するように考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

副会長 

微力ながら頑張りたいと思います。 

 

５ 米原市子ども・子育て支援事業計画の策定について（諮問） 

事務局 

続きまして、平尾市長から奥田会長に「米原市子ども・子育て支

援事業計画の策定について」諮問を申し上げます。 

平尾市長、前の方へお願いします。奥田委員恐れいりますがご起

立ください。 

 



 

 

〔 市長諮問：代表 奥田 援史 会長 〕 

 

事務局 

ここで市長は公務のため退席されますので、よろしくお願いしま

す。 

 

〔 市長退席 〕 

 

６ 議事 

事務局 

それでは、ここから議事に移りたいと存じます。 

ここからの進行につきましては、条例第６条によりまして、奥田

会長にお願いしたいと存じます。奥田会長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

会長 

それでは、議事に入りたいと思います。 

審議会次第の６の議題について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

資料４から資料７について順次説明 

【資料４】「子ども・子育て関連３法について」 

【資料５】「基本指針の概要」 

【資料６】「米原市子ども・子育て支援計画の策定について」 

【資料７】「子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール（予定）」 

 

会長 

ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありました

が、何かご意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

委員一同 

特になし。 

 

事務局 

米原市の子育て支援の現状について説明 

【資料】「次世代育成活動計画にかかる平成 23年度施策の実施状況」 



 

 

【資料】「米原市子育て応援ガイド」 

 

会長 

米原市の保育料が他市と比べて安いという説明がありましたが、

詳しく説明してください。 

 

事務局 

今年の 10月から 18歳以下第２子以降の３歳児から保育料を無料

化しているので、保育料の軽減率が 50％程度となり、他市と比べて

安い状況になっています。 

 

事務局 

アンケート調査（市民ニーズ調査）について説明 

【資料８】米原市子ども・子育て支援に関するアンケート～就学前

の子どもの保護者用～ 

【資料９】米原市子ども・子育て支援に関するアンケート～小学生

の子どもの保護者用～ 

 

会長 

ただ今の内容について何かご質問やご意見はございますか。 

前半は国が示している調査で、後半は米原市が独自で実施する調

査です。前半は他市と比べる必要がありますので、あまり変更する

ことはできません。後半は米原市独自設問ですので、米原市に合っ

た構成になっています。 

 

委員 

保育所（園）か保育園（所）に表記を統一すべきではないでしょ

うか。 

 

委員 

資料８の問 51は、子育ての理想を聞いている質問ですが、０歳児

から保育所に預けたいと思われる方の選択肢を追加してはどうでし

ょうか。 

 

会長 

事務局で修正してください。 



 

 

 

委員 

資料８の問 50は子どもが１人以上の前提なので、子どもがいなく

ても良いという選択肢を追加してはどうでしょうか。 

また、問１の居住地域を聞く設問ですが、旧町単位の同じ地域で

も状況が異なる場合があるので、さらに細かく地域を設定できませ

んか。 

最後に、問６の「ひとり親」という表現が、配偶者がいないとい

う意味か、配偶者が単身赴任などで一時的にいないという意味なの

か迷うので、注意書きをしてはどうでしょうか。 

 

会長 

あまり選択肢を細かくすると回答者が特定されてしまいますの

で、回答者の負担を勘案しながら内容を調整したいと思います。 

 

委員 

無作為抽出という前提はありますが、障がいを持つ子どもの保護

者にアンケートを届きやすくすることはできませんか。 

 

会長 

アンケートはランダムが原則ですので、特定の方々の意見はヒア

リングなどで対応したいと思います。 

 

会長 

他に何かご質問等ございませんでしょうか。 

 

委員一同 

特になし。 

 

会長 

その他ご意見・ご質問がございましたら、１週間をめどに事務局

に連絡してください。最後は、私と事務局で相談して判断したいと

思います。 

回答者の負担を考えるとできるだけ設問を少なくしたいので、分

量を勘案しながら内容を調整したいと思います。 

せっかくの機会ですので、会議の進行の仕方や子育てへの思いな



 

 

ど、１人ずつ何かご挨拶を含めてお願いします。 

 

委員 

私が子どもを育てているときは祖父母が孫の面倒を見てくれまし

たが、今は祖父母がいても子どもを学童に預ける家庭も多いです。

子どもを育てる環境が充実するだけでなく、保護者が子どもを育て

る楽しさを味わえるような子育て支援ができたら良いと思います。 

また、子育て支援センターで保護者同士が情報交換することは良

いことですが、子育て支援センターまで出て来られない保護者をど

う支援したら良いのかと感じています。 

 

委員 

自分の子どもを育てていて感じることですが、例えば講演会や研

修会に来てくださいと言われますが、託児がない場合があり不便に

感じています。 

私の職場は女性が８割ですので、子どもを育てながらでも自分の

目的を実現できたり、自分がしたい仕事を続けたりできる環境にな

って欲しいと思いますし、その姿を子どもが見ながら育って欲しい

と思います。 

また、核家族が多くなっているので、子どもがお年寄りの生き方

を学ぶ機会が少ないと感じています。人の老いていく姿を見ること

が、自分の人生の糧となる地域になれば良いと思います。 

 

委員 

市が事業計画や条例を作るときに、地域、市民、家庭、事業者な

どの役割がよく書かれますが、実際に携わる人が策定過程に関われ

るようにフォーラムなどで市民が話し合う場が必要ではないかと思

います。 

また、子育て中の人が他の人の子どもの面倒も見られるような地

域になれば良いと思います。 

 

委員 

地域に子どもの姿が見えなくなってきたという声を聞くので、子

どもが様々な人と関われる地域になればと思います。 

 

委員 



 

 

男子トイレにおむつ替え台を設置するなどで、父親も育児がしや

すい環境が必要だと思います。 

また、会議の進め方として、テーマを絞るなどして意見を出しや

すい工夫をしていただければと思います。 

 

委員 

自分の子育てが周りからどう見られているのか気にされる保護者

が多いと感じています。現在、幼稚園に来られる半分の方が子育て

支援センターを利用されていて、もう半分の方は利用されずに幼稚

園に入られます。そうすると、学級懇談会をすると皆さん同じよう

に「私が悩んでいたことは私だけではなかったのか」と発言されま

す。ですから、私は保護者同士をつなげることが大事だと思います。 

 

委員 

孤立しがちな保護者や虐待などに苦しんでいる子どもたちを助け

ていかなければと感じています。 

過疎地であっても安心して子育てができる環境になればと思いま

す。 

 

委員 

実効性のある計画にしたいと思います。祖父母と一緒に住む中で

子育てが役割分担できるような環境づくりがしたいです。 

 

委員 

子育てと仕事を両立するためには、どのような子育て支援サービ

スがあるのかや、皆さんがどういう工夫をされているのかを教えて

いただいて、そのことを皆さんに発信できたらと思います。 

安心して子どもを産み育てられる市になればと思います。 

 

委員 

子どもが幼稚園に通い出してから子育ての情報が入るようになっ

たので、どこかに所属していなくても子育ての情報が入るようにな

れば良いと思います。 

 

委員 

保育環境の充実など働く者にとって子育てしやすい環境になれば



 

 

良いと思います。 

 

委員 

近所に祖父母がいても学童を利用される保護者もおられますが、

祖父母から学べることも多いので、もったいないと感じています。 

子育て支援をしすぎて、子育てしない保護者を作ってはいけない

と思います。 

 

委員 

各自治体で子ども・子育て支援事業計画を策定するということで

すが、計画の内容が地域間の格差を生まないか心配しています。 

 

副会長 

今日は初めての審議会ということで皆さん緊張されていたと思い

ますが、皆さんが発言される様子を聞いていまして、お人柄が少し

ずつ見えてきました。 

この審議会は全８回ということですが、どこまで自由な意見が出

るのかという心配もありますが、良いご縁になればと思います。 

 

会長 

滋賀県の幼児の体力テストを集計すると、全国的にかなり低い結

果で驚いています。楽しくゆっくり子育てするだけでなく、子ども

の環境を変える必要性を感じています。 

そういったことも含めて少しでも米原市の子ども・子育て審議会

に尽力できればと思います。 

それでは、次第の７「その他」について事務局からご説明お願い

いたします。 

 

事務局 

第２回の開催日ですが、平成 26年１月 29日（水）午後７時から

同じ場所で予定していますので、よろしくお願いします。 

 

会長 

それでは、本日の議事はこれで終了いたします。どうもありがと

うございました。 

 



 

 

事務局 

閉会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 

皆様方には夜分お疲れのところ熱心に審議いただきありがとうご

ざいました。お聞かせいただいたご意見は、今後のまちづくりに生

かしていきたいと考えています。 

次代を担う米原市の子どもたちがたくましく心豊かに成長するこ

とは行政を含め市民全ての願いです。子どもたちの笑顔があふれる

元気な米原市づくりを目指し、皆様と手を携えながら子ども・子育

て支援施策の総合的かつ計画的な推進に努めるとともに、子ども・

子育て支援事業計画の策定につきましてのご協議を進めたいと考え

ています。 

委員様それぞれのご協力、ご支援をお願い申し上げまして、閉会

の挨拶とさせていただきます。 

 

会議の公開・非公開

の別 

■公 開   傍聴者： １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 健康福祉部子育て支援課 
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