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日時  平成24年５月20日（日） 

午後  2:00から3:30 

場所  ふらっとみなみ 中会議室 

○○○○市政報告市政報告市政報告市政報告    

（（（（はじめにはじめにはじめにはじめに）））） 

【市 長】  

 今日は、タウンミーティング「子育て世代と語る」ということで、御参

加をいただきました皆様には厚く御礼を申し上げます。 

 昨年度２月に就任してから、市の施策について十分に検討しながら進め

ておりますが、特にすぐ実行できることについては、できる限り矢継ぎ早

に施策の実現に向けて努めてきました。 

 子育てにつきましても、幾つかの点で、昨年度、今年度と実施に移して

いる項目もありますので御説明をさせていただきます。 

 

（（（（「「「「子育子育子育子育てててて」」」」をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく環境環境環境環境についてについてについてについて）））） 

 私は、もっと助け合いの地域づくりをしていかなければいけないといつ

もお話をしていますが、そんな中で、子育てについても、子育て世代、お

父さん、お母さんだけで子育てをするということでは不十分であろうと思

います。社会的に、地域、学校との連携や、子ども会やＰＴＡという組織

もありますが、例えば老人会さんも子育てに関心を持って、一緒に取り組

んでもいいのではとも思います。地域の中でも、横軸で連携を深めて、全

体として問題を共有しながら助け合いの地域づくりが一層深まっていけば

と考えていますので、今日は、世代を超えて、子育てについて、お話がで

きればありがたいと思います。 

 同世代の子育てをしている世代や、未婚の世代ともいろいろな話をしま

すが、今、社会的に子育ての環境は、一昔前と比べると、大分変わってい

るのではないでしょうか。 

 例えば核家族化で、おじいさん、おばあさんから子育ての指導・伝承が

少ないとか、地域で子どもに声をかけにくくなった、あるいは個人情報の

保護、匿名主義とか個人主義といったような風潮があったり、さらには、
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親が、いい情報を子どもに選んで与えたいと思っても、テレビ、携帯電話、

インターネットその他から、いろんな情報が入るなど、いろんなことがあ

りまして、そんな意味では、子育てのことを一口に語ろうと思っても、

様々な家庭や地域や、そうした環境全般のことがありますので、非常に幅

広い分野だと思います。 

 私は、そういった中で子育て世代の家庭への応援、子育てのしやすさに

ついて、支援は不十分ではないかと常々感じていました。 

 簡単に言いますと、経済的な支援と社会的な仕事と子育ての両立の支援

ということが柱ではないかと思っています。さらに、先般タウンミーティ

ングでも御指摘がありましたが、精神的なフォローアップができる相談を

中心とした体制が柱として必要かと思っています。 

 この正月の新春の広報こまきの企画で、二十歳の成人の皆さんと語った

コーナーでも「子育てで何が一番大事だと思いますか」と質問に「一番は

安心できる環境じゃないか」と申し上げました。 

 特に今、核家族化が増えています。身近に子育ての経験者、親と相談で

きる環境が少なくなっていますから、気軽にいろんな悩みを相談できる体

制というのが必要だろうと思っています。 

 今、保健連絡員や様々な地域のボランティアの方もみえられ、各会館な

どで子育て世代を集めて、横のネットワークづくり、お友達づくりといっ

たこともやられていますが、まだまだ全地域というわけでもなく、不十分

なところがあるのではないかとも感じ、進めていきたいと思っています。 

 今年、市民と行政の協働のまちづくりということで、お父さん、お母さ

んと地域で集まってもらい、そうした相談が気軽にできるような体制づく

りを進めようということで、そうした活動を行政と一緒になって担うよう

な方の募集を始めているところです。 

    

（（（（市市市市のののの子育子育子育子育てててて施策施策施策施策についてについてについてについて）））） 

 市として、おたふく風邪、あるいは水ぼうそうのワクチンの接種の無料

化、また受診機会を促す等々経済的な支援について行っていますが、私は

今の国の経済的な支援は不十分だと思います。 

 今の世代30代、40代ぐらいの人は子育ての負担をしなければいけない。

大学に行くのが当たり前の時代になり、それが非常に強い経済的負担を伴

います。さらに、今、なかなか年々給料が上がるような時代ではないため、
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共働きが当たり前という時代になってくる。さらに超高齢化という時代に

あって、親の世代を社会的に支えるという負担、そして自分たちの、将来

の老後資金をためておかなきゃいけない。そんなような不安を抱えながら、

今子育て世代が子育てをしている、そんな実情が実際あります。 

 経済的負担の軽減という意味では、今、社会的な費用で高齢世代を介護

保険などで支えようとしています。そうした中で子どもを育てるという意

味の社会的費用の負担というものを、やはり社会的にもう少し見ていかな

ければバランスがとれないということを私は常々訴えていました。 

例えばフランスの高等教育の無償のように、もう少し経済的負担の軽減

が必要だと考えていますが、市としては、できることをしっかりやってい

くということであります。 

ワーク・ライフ・バランスといいますが、仕事と家庭の両立支援につい

て特に市としては力を入れていきたいと思います。 

保育園の待機児童の対策については、待機児童の解消ということで、小

木保育園は今改築を行い、今定員の拡充を考えているところです。平成25

年には、味岡保育園の改築を予定しています。 

 延長保育と放課後児童クラブですが、保育に欠ける子どもを預かって保

育をするということについては、市の責任としてしっかりやっていくべき

であると考えています。当然、子どもは家庭で親が育てるのが一番いいと

いうことは同感でありますが、現実には、共働きが当たり前になっていま

すから、しっかりと手を入れる必要があると考えていまして、この延長保

育については、延長をしていくべきだろうということで今行っています。

放課後児童クラブについて、平成23年、昨年度の夏休みの時期から、自動

車業界を中心に就業時間の一部変更がありましたので、その時期から延長

しています。具体的には30分終了時間を延ばし、それから夏休み等の長期

の開始時間について、８時半から７時半に前倒しをしました。保育園では、

今年度の４月から、平成24年度は７時から19時、朝と夕方を30分ずつ延ば

す延長保育を実施する園を、１園から５園へと拡大をさせたところです。

保育園と放課後児童クラブの保育時間に30分ぐらい差ができましたが、こ

れについては先般のタウンミーティングでも御指摘があり、今後の検討課

題にさせていただきたいと思います。 

今後、児童クラブでは、年齢拡大に向けて施設の整備を始めまして、今

年度、一部の園でその設計等にかかっていきます。 
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 そのほか、安心・安全対策ということで、今年度は、昨年の３月11日、

東日本大震災後に緊急耐震診断等に引き続きまして、小・中学校の非構造

部材の耐震点検を実施します。非構造部材というのは、天井、壁材、窓ガ

ラス、あるいは上の電灯設備などについて耐震上問題がないか、点検を

小・中学校すべてで実施をすることとしました。あわせて、防犯カメラと

緊急のインターホンの設置について、これまで教室と職員室を結ぶような

連絡手段がなかったため、今年度から５年間の計画で全小・中学校に設置

をしていくこととしました。 

 その他、子ども服のリユースを本年度６月から始めます。小さな子ども

は日に日に大きくなり、子ども服がすぐ着られなくなりますので、各児童

館におきまして、御家庭で不用になった子ども服について、思い入れもあ

る子ども服ではないかと思いますが、それを有効活用して、必要な家庭に

お分けをすることを実施していきたいと考えたところです。 

いずれにしても経済的な支援、そしてまた仕事と家庭の両立支援、さら

には健康づくり、防災対策ということなど、今、市として取り組んでいる

ことを御説明申し上げました。あわせて、相談体制等の充実について、今

後一層取り組んでいきたいと考えているところです。 

 今日は、いろんな御意見等を伺いながら、今後の市の施策に生かしてい

きたいと思いますので、忌憚のない御意見、御質問をいただければありが

たいと思っております。 

 

 ○○○○意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会 

【進行】 

それでは、御質問のある方は挙手をいただきますようお願いいたします。 

 

【質問者１】（（（（子育子育子育子育てててて支援施策支援施策支援施策支援施策をどうをどうをどうをどう絞絞絞絞りりりり込込込込むかむかむかむか）））） 

 以前、子育てと仕事の両立をいかにするかというレポートをまとめると

きのアンケートであった要望ですが、第１番は、子どもの急な発病、急な

残業のときに、これを助けてくれるところがない、何とかしてほしいとい

うもの。２つ目は、自分の御主人が子育てについて参画する意思はあるが、

仕事が忙しくて参画できない。自分の職場は子育てに関する支援があるが、

主人の職場にも周知徹底してほしい。こんな声がありました。 

 こういった声があることを念頭に置いて、私の質問は、具体的に小牧市
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として子育てに対する支援について、お金も人も限りがある中で、企業で

いえばマーケティングに近いと思いますが、どこに重点を絞り込むか、子

育て支援策をどんなふうに絞り込むか、どんな方策で取り組んでみえるか

ということについてお聞きしたいと思います。 

【進行】 

はい、ありがとうございました。 

 

【質問者２】（（（（児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブのののの学年拡大学年拡大学年拡大学年拡大、、、、教室教室教室教室へのへのへのへのエアコンエアコンエアコンエアコンのののの設置設置設置設置）））） 

児童クラブの延長の確認ですが、26年度より施設整備後、４年生まで拡

大されるということですけど、これは全部の学校で４年生までやっていた

だけるのか、施設を整備した後にそれぞれやっていくのか。 

 また、学校でエアコンが教室にない状態です。最近、熱中症とかよく言

われていますが、５月の授業参観では、子どもたちが汗をかいて結構授業

に集中できていない状態だったです。これが真夏だともっと暑いと思いま

すので、各学校にエアコンを設置していただけないかと思います。 

【進行】 

 はい、ありがとうございました。 

 延長の施設の状況と、延長がいつから始まるのかという御質問と、学校

でのエアコンの整備について、この２点ですね。もう一方、御意見ござい

ましたら。 

 

【質問者３】（（（（子育子育子育子育てててて環境環境環境環境はははは恵恵恵恵まれているまれているまれているまれているのでのでのでので高齢者高齢者高齢者高齢者にににに時間時間時間時間をををを）））） 

 結婚して50年近くになり、自分は子どもを３人育ててきました。自分の

母に、子どもというものは一生懸命仕事して帰ってくる旦那に無理に押し

つけるものではないと言われてきました。今の時代の若いママさんたちは、

子育て支援ということで、市の取組みなど、いろいろ恵まれた社会になっ

ていてとても幸せだと思います。ですから、それほどまで子育てを支援し

ていただける様子なら、もう少し高齢者の、御家庭のおじいちゃん、おば

あちゃんの面倒がもう少し見られるようにできても良いと思います。 

【進行】 

ありがとうございました。 

 お三方から御意見をいただきましたので、市長、御回答お願いします。 
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【市長】 

順番にお答えしたいと思います。 

 急病等で急に保育が必要なときの対応や、父親の職場で例えば育児休暇

などの制度があってもとれないなどの御指摘がありました。急病時の対応

については、基本的には、当然程度にもよりますが、親御さんが見るのが

一番いいと思いますが、お仕事の都合もありますので、そのあたりはしっ

かりとフォローができる体制をつくっていく必要があると思います。 

また、今、制度をつくっても現実には徹底できていないという話もあり、

子どもができて、出産、子育ての休暇はとって、ちゃんと職場に復帰でき

るということで募集をされた会社でも、現実にはやめざるを得ないような

状況になるという実情を聞くこともありますし、そんな中で、どうしてい

けばいいのか、これも検討課題ではないかと思います。 

市としてどう施策を絞り込んでいくのかについては、こうしたタウンミ

ーティングのほか、いろんな機会に市民からの声を聞きますので、そうい

う市民の皆さんからの声を聞きながら、問題はどこにあるのかに気づき、

それに向かって対応を考えていくことがあります。現場で市の職員がそれ

ぞれ声聞くこともありますし、いろんな声を聞いて、実際その声にこたえ

るのですが、すべて市民の要望、声をそのまま単純にかなえるということ

はなかなか難しい。ですから、いろんな声を聞き、現場を見て、実情を把

握し、どうあるべきかということを真剣に考え、実際に起こっている問題

の中で見きわめていくことが大事ではないかと、私は思っています。 

 個人に帰属するような問題は個人のほうで解決していただく。市として

手に余ることは、国に声を届けていくことになると思います。その中で、

市として、地域として解決していくべきことについて、きちっとした肝を

つかまなきゃいけない。つかみ損ねると、不満などのもととなるので、私

としては気をつけていきたいと思っています。 

 限られた財源、あるいは人員ですから、例えば、延長保育が本当に必要

かどうかについても、私は親御さんが育てるのが一番だということは同感

ですが、実情から見て、子どもの問題だと。親への支援というよりは、行

政がその子を預からないにしても、結局は働かざるを得ないのであれば、

保育に欠ける子ができてしまう。本来は親が面倒見るのが一番いいのです

が、それが子どものために必要であれば、やっぱり延長保育も必要だろう

と判断をさせていただいた。このあたりは十分な議論が必要で、あとは判
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断になるかと思います。 

【質問者１】 

 私が言いたかったことは、今日のようなタウンミーティングを含めて、

助けを求めている方たちのニーズをこうやって収集して、具体的にこれを

こういう方策にしますということを、行政も市民も見える形にする。関係

者が納得してそこに絞り込むと、そういうプロセスを明らかにすることが

必要ではないかと、そういうことを言いたくてここに来ました。 

【市 長】 

アンケート等をとって、十分にそのあたりは声を拾い上げるようにした

いと思っています。余談になるかも知れませんが、今年度から無作為抽出

の市民討議会を始めることにしました。2,000人ぐらいの方を無作為に抽

出し御案内をお送りして、あるテーマをそれぞれ幾つか設けるので、御案

内に応じて集まった市民にそのテーマに基づいて議論してもらい、それを

行政のほうに反映する一つの意見の参考にさせてもらうということも考え

ています。関心の度合いにかかわらず、こちらから御案内して、集まって

くれるような方からも声を聞こうと。いわゆる声なき声を聞くということ

を考えています。 

 いろんな方法で市民の声を聞きながら、そこで問題を発見し、議論をし

ていきたいと思います。 

 次に、児童クラブですが、26年までに施設を整備し、全校揃って26年か

ら１学年ずつ原則として拡大をしていくという現状の計画になっています。 

 各学校、少子化だから教室は余っているだろうと思われる方も結構いま

すが、名鉄沿線の人口増加が著しく、小牧南、米野、味岡方面が非常に増

加傾向にあります。学校によっては空き教室を活用できるところもありま

すが、特に手狭なところもありますので、施設の整備が必要になっていま

す。ですから、今整備を進めながら、何とか26年の４月から４年生をまず、

その後５年生、６年生と今考えています。 

 エアコンですが、今のところつけるという予定はないです。今までも、

エアコンをつけることのいいか悪いかという議論があり、現実には扇風機

で対応をしているところです。最近は、どこに行ってもエアコンがついて

いますから、エアコンが当たり前と思われると思いますが、子どものとき

の環境でどちらがいいかということがあります。もちろん熱中症になるよ

うな状況は好ましくないので、運動のときには水分補給や、先生がきちっ
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と見るということだと思いますが、現実は扇風機で対応するということに

なっています。外に出たときと中の寒暖の差が激しいのも、やっぱり体に

負担がかかるのでよくないということもありますし、子どものときに発汗

をして、体の機能面をきちっと強くすることも必要だということも聞いた

ことがあります。程度の問題で、本当に授業の妨げになるような温度では

いけませんが、扇風機で今のところ対応できないかと思っています。その

点は議論もあると思いますが、教育委員会と話をして、私もそのように考

えているところです。できれば御理解をいただきたいと思います。 

 次です。お話のことは、恐らく多くの子育てをやられてきた先輩たちか

ら見ると、今の世代がちょっと甘えている、恵まれているとお感じになる

ことが多いということは、十分理解ができるところです。 

 その時代と今といろんなことが変化して、子育ての環境の中で、昔のほ

うがよかったこともあり、今のほうがいいこともあると思います。 

 その中で、健全に社会性を身につけ、仕事もし、社会にも貢献するよう

な子どもをどう育てていくかということだと思いますが、今、３世代同居

というのが少なくなっているのが現実です。ですから、子育ての経験をし

た、おじいさん、おばあさん役になるような方々が周りに見えないという

家庭が結構あるので、いろいろと教えてもらえない、悩みも聞いてもらえ

ない、そういう意味では恵まれていない部分があります。そういう部分に

ついて、本来だったら地域でいろいろと教えられるような環境があるのが

一番いいと思いますが、現実は、個人主義的で、マンションなどでは隣に

どういう人が住んでいるかわからないような、おせっかいをやくと逆に怒

られたりするような、そういう時代ですから、そういう機能をどこがやる

のかといったときに、市のほうに困ったという声があると、ある程度何と

かしないといけないということだと思います。 

 高齢者施策と子育て施策について、今の日本の国の中では、高齢者施策

と子育て施策とどちらが恵まれているかというと、使っているお金、いろ

んな充実度についても、高齢者施策のほうが充実してきているというのが

現実だと思います。他の諸外国と比べても、日本は今世界一の高齢長寿国

ですから、当然のことだと思います。ただ高齢者の安心づくり、高齢者が

高齢になっても自分たちの地域で安心して住み続けられる施策は、十分だ

とは思っていません。ですから、これはこれでしっかりやっていく。 

 ただ、一方で、例えば世界の教育費の支出に占める公的負担の割合は、
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日本はＯＥＣＤ、ほぼ先進的な国々が二十四、五カ国ありますが、その中

で最低です。いわゆる公的な税などで集めたお金を子育て、例えば教育費

にどれだけ投下しているかというと、先進国の中で最低なんですね。高齢

者のほうに回っているが、子育てのほうへお金が回っていないということ

が現実数字としてあります。現実に今の経済的な問題からいっても、その

あたりは非常に不均衡です。 

 おっしゃるとおり、もうちょっと逆に今の高齢者を抱えている御家庭が、

自ら介護とか、お世話をするということであれば社会的費用としても低く

なるし、いろんな意味でいいと私も思います。 

 ただ、子育てのほうも恵まれている部分もあるけれども、現実にはそう

ではないところもあると思います。 

【質問者３】 

 自分たちも、80歳くらいになってくると、そのようにお世話にならなけ

ればいけないか思うと、我が家がどうなるのかしらと心配に思います。 

【市 長】 

 わかります。自分の子どもさんにちゃんと世話してくれよと、それが一

番いいと思います。そういうふうだと、社会の負担も少なくなっていくと

思いますが、なかなかできないところが多いんですよ。 

【進行】 

 大変悩ましい問題でございますけれども、大分時間も押してまいりまし

た。あと、２人ぐらいの御質問がいただけたらと思います。 

 

【質問者４】（（（（保育園保育園保育園保育園のののの民営化民営化民営化民営化）））） 

今日は、保育園の民営化のことについてお伺いしたいです。味岡保育園

が来年度から民営化される件で、保育の移行期間が半年と聞いていますが、

名古屋で初めて民営化された保育園でも移行期間は１年間とっていたとい

うのと、移行後も１年間、元の保育園の先生を派遣されていたと聞いてい

ますので、６カ月では少し短いのではないかなと思うのと、移行後の対応

とかをどう考えているのかをお伺いしたいと思います。 

 公立の保育園ではないですが、私自身が子どもを預けているときに保育

園の先生が全員かわったときがありました。そのときに子どもに落ちつき

がなくなってしまったこともあり、今回、味岡保育園は、場所も変わるし、

先生もみんなかわってしまうというのでは、子どもたちの負担は本当に大
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きいのではないかと思います。 

 私たちとしては、特色のある保育というよりも、安心で安全な保育とい

うのを心から望んでおりますので、同じ子育て世代の市長には、そのあた

り、よく理解していただけるのではないかなと期待しています。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 保育園の民営化について、移行期間が６カ月というのは少し短いのでは

ないかと。子どもたちの精神的な安定ということも心配なので、そんなあ

たりをどうお考えいただけるかという御質問でございますね。ありがとう

ございました。時間の関係で、もう１名だけ。 

 

【質問者５】（（（（市民市民市民市民ミュージカルミュージカルミュージカルミュージカルをををを通通通通したしたしたした取組取組取組取組みみみみ、、、、不登校児不登校児不登校児不登校児のののの対応対応対応対応）））） 

 今、子育てということで、私たち文化に対する子育て支援をしているサ

ークルに入っています。再来年、信長の450年になりますよね。それで、

市としてはどういうふうに子どもたちに支援というか、今まで市民ミュー

ジカルをやっていただいたんですけど、そういうのは続けていただけるの

かという質問です。 

もう１つは、子どもが不登校だったことがあって、不登校の子の支援の

仕方をもう少し教えてほしいというのがあります。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 来年、信長の築城450年ということで、子どもたちにどんなことをとい

うことと、不登校の子どもに対する市の取組みについての２点です。 

【市 長】 

 保育園の民営化ですが、体制について移行後のことも含めて事務局より

説明させます。 

【事務局】 

 今、味岡保育園について、発注をして、来年の３月までに建築をする予

定で進めています。 

 それで、平成25年度から運営する法人を決めていまして、保護者会の

方々とも今回の保育参観の中で初顔合わせをさせていただきました。また、

９月までの間に、法人と市と保護者の方々でお話し合いをさせていただき

ます。その結果を踏まえ、10月から法人の職員と、今の市役所の職員であ
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る保育士との合同保育を６カ月間、今言われている６カ月間は、その合同

保育の期間だと思われますが、準備に関しましては１年間をかけ、25年度

から指定管理制度によって保育を実施する期間を３年間設けております。

その３年間の間に法人がうまく運営をするかどうかを評価、指導いたしま

して、28年度から私立の保育園に移行していくという計画です。 

 ですから、調整期間は、実際に園長がかかわるのは５月からかかわって

おりまして、そのほかの職員も今後採用していきますので、採用の手続が

終わってから、10月以降、実際に市の職員と合同で保護者に対応していく

形をとっていますので、実際は１年ほど準備期間を設定しています。 

 来年の春からは、特に職員の派遣ということは予定をしていません。 

ただ、法人が運営をしていく中で、客観的な第三者による保育内容の評

価や、運営状況の評価を受け、きちっと指導をしていきたいと考えていま

す。 

【質問者４】 

 名古屋は１年前から指定管理の新しい先生が入られ、１年間、やっぱり

季節を通しての行事もありますので、１年間見ていただいていると思いま

す。その後の１年間、そこで認可される前の園に見えた先生が１年間継続

して派遣されて、子どもたちの様子を見る・・・。 

【事務局】 

 現実に、公務員の正規職員を法人に派遣するということは手続上少し難

しいところがありますので、現に今働いております８時間の臨時職員で、

正式に公務員の身分がない職員については、今後運営を引き受ける法人の

ほうで雇用をしていただくような働きかけをして、同じような形でそこで

勤めていただく予定をしています。 

【市 長】 

 小牧市内に保育園が今19園あります。今後は、そのうちの１園はもう既

に指定管理になっていますから、18園のうちの半分ぐらいを毎年のように

民営化をしていく計画です。 

 いろんな理由がありますが、病中とか病児、病後児の保育、リフレッシ

ュなど多様な預かり形態があり、公立ですと、人を雇うときなどになかな

か柔軟な動きがとれないなど、運営上の課題として聞いていますので、私

もマニフェストでいろいろとお約束しましたが、それに対応するに当たっ

て、公立園でできることはやりますが、民営のほうがより柔軟に対応でき
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ることも現実にはありますので、民営化の中でそういったことができると

すれば、半分程度を民営化していく中で、全体として公立園と民営の園と

切磋琢磨しながら、いい面をお互いに共有し、全体として質が上がってい

くというような形にできないか、と今計画しています。 

 民営化自体は、前から計画がありますが、おっしゃるとおり、特色ある

保育より安心・安全のほうが大事だと思うので、今民営化の方針から、株

式会社を除外して、これは私の意向で、再検討しなければ、ということで、

社会福祉法人か学校法人などに限って募集をかけています。もちろん保育

のほうの実績のあるところの法人に募集をかけて、審査をしています。 

 そして、これを毎年のように、大体半数程度民営化していくものですか

ら、今の臨時職員さんやそういった部分は、全体として今18園ある中で、

大まかにお話しすれば半分というわけですから、そういう意味では基本的

には移ってもらうという方向で今調整をするということです。 

 向こうの法人も、それでいいというかどうかというのもありますが、基

本的には方針として、民間のほうと話をしながら、半分程度まで公立園は

絞っていくという方向ですので、その中で、できるだけ継続性が出るよう

に話をしていきたいです。 

【質問者４】 

 今だと２園しか民営化の予定が出ていないと思いますが、その後の予定

も、私たち親からは見えないというのと、７時から７時の延長を公立でも

できたということなので、それをなぜ民営化しなければいけないのかとい

う、民営化のメリットというのが伝わりづらいので、新しく保育園を建て

てそこを民営化するんだよと言われれば、保育園も増えるし、うれしいで

すが、今ある園を変えるとなると子どもたちへの負担も気になりますので、

そのあたりを考慮していただきたいと思います。 

【市 長】 

 そういった不安は十分にわかりますので、今の声も直接伺ったところで

すから、移行後のケアについても、十分に私としても意を配してやってい

きたいと思います。 

 次に行かせていただきます。市民ミュージカルを続けていけるかという

ことですか。 

【質問者５】 

 市民ミュージカルでしたら、子どもたちも今までどおり、育てる取組み
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支援できますが、そのようなことをやれるかというのが一番の心配です。

今年はどうもないみたいですが、450年というので、子どもたちを参加さ

せられるのかというのが……。 

【市 長】 

 そのあたり、私も承知していないので、確認をしたいと思いますが、個

人的に確認しましたらお伝えするということでいいですか。 

【質問者５】 

 そのほうがいいです。 

【市 長】 

 今御指摘いただいたように、信長公が小牧山城築城450年という年なの

で、そんなテーマでやってもらうといいですね。これは私の個人的な思い

ですけど。 

 それから、不登校への対応については、御自身のお子さんもそういうと

きがあったということですが。 

【質問者５】 

 ２年ぐらい前に不登校でしたが、お休みしている間に行けるところがあ

りますよね、小牧市内に２つ。それがあるという説明も学校からありませ

んでした。自分で、インターネットで調べて初めて知って、そこへ行きた

いといって教育委員会へ行ったら、学校に相談してくださいと戻されて、

学校で相談するまでに半年ぐらいかかりました。その子が行きたいと思っ

たときに、次のところへ行けるようにシステムが欲しいのと、それから２

カ月でも１カ月でも、その間だけでもどこかそういう子が通える、立ち直

るために行くどこかがあるといいんですけど、面接に行って、あなたの子

はここには合いませんといって断られました。面接があることも知らなか

ったです。 

【市 長】 

 対応については一度、調べさせてください。私も詳細がわからないので。

個別にお話をさせていただきたいと思います。 

【進行】 

 ２点、後ほど御回答ということで、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。時間がまいりまして、多くの方に、と思いま

したが大変失礼いたしました。 

 これで懇親会、意見交換会につきましては終了させていただきたいと思
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います。進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

○○○○市長総括市長総括市長総括市長総括 

【市 長】 

 ありがとうございました。 

 短い時間でしたけれども、今日は貴重な御意見を伺うことができまして、

私もそれぞれのお話で考えさせられることがいろいろございまして、大変

参考になりましたし、勉強になったところでございます。 

 それぞれの年齢に応じて、あるいは今子育て中の方やら、子育てを経験

された方や、それぞれの立場でやっぱり視点が違うと改めて感じました。

子育て中の家庭だけで、なかなか子育てというのは難しいだろうと思いま

す。やっぱり学校との連携も必要ですし、子育てのときも、お母さんだけ

一人で悩んでいても、結構ノイローゼになったりする。旦那さんは忙しい

から、帰ってきてなかなか難しいとすると、子育てというのは大変だとい

うことを改めて思いましたが、いずれにしても、小牧としてこれから取り

組んでいけることをしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

 本当に今非常に厳しい時代になっているのも事実でして、共働きが当た

り前というところは現実だと思います。そんな中で、やっぱり子どものこ

とを一番に考えた形で子育て支援をしていく必要があると思いますので、

今日いただいた貴重な意見を十分に私も踏まえて、今後の市政の施策推進

に当たっていきたいと思います。 

 今日は貴重な意見をいただきまして、本当にありがとうございました。 


