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日時  平成24年５月12日（土） 

午前 10:00から 11:30 

場所  味岡市民センター 講堂 

○○○○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】 

 皆さん、おはようございます。今日は、市民と市長のタウンミーティング

ということで御案内をさせていただきました。お休みのところお出かけをい

ただき、まことにありがとうございます。日ごろ、市政のさまざまなことに

ついて、御理解、御協力をいただき、改めて御礼を申し上げます。 

 昨年度は５回ほどタウンミーティングを開催してまいりました。市政全般

について、これからの改革のあり方について、さらには市民と行政との協働

のあり方についてなど、タウンミーティングでお話をさせていただき、また

意見交換をさせていただきました。 

 

（（（（「「「「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）））） 

 本日は、特に子育て世代と語るということで、子育て支援、子どもの健や

かな成長の環境、地域のあり方などについて、市民の皆さんと意見交換をと

いうことで、お呼びかけさせていただきました。子育て世代、いわゆる子ど

もがいる世代だけが子育てに関心を持っているという社会では、子どもの健

やかな成長の環境という意味では不十分ではないかと思いますので、やはり

すべての皆さんが、地域で子どもの健全育成について関心を持って、関わっ

ていただくということが必要だと思います。 

 結婚していない若いときは、なかなか行政や地域社会に関心を持ちにくい

のが実情だと思います。結婚して子どもができると、子育ての支援について、

行政や学校についてどうだろう、通学路の安全は大丈夫か、犯罪はどうなん

だとか、地域のいろんなことについて関心を持つ時期になると思いますので、

自分たちの世代だけ、自分たちのグループだけ、自分たちの関心のことだけ

に関わるのではなくて、例えば子どものことについて老人会さんでも考えて

いただく、あるいは高齢者の福祉についても若い人たちを巻き込んで考えて
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いただく、といった横の連携や、縦のつながりとかをつくっていく必要があ

るのではと思っていますので、今、さまざまな仕掛けを考えているところで

す。今日は特に子育て支援や、子どもたちの環境などを中心にお話をしたい

のですが、市でできること、そして市だけではできないこと、様々あります。 

全体のことをお話しますと、私は子育ての支援というのは、ある意味不十

分では、と考えてきました。社会的な富の再分配ということを考えても、こ

れまでの政治行政が、ともすると高齢者福祉偏重というようなことがあった

と思います。高齢者がどんどん数が増えていく状況にあって、ますますそう

した傾向が強くなってきているようにここ数年来思っています。 

 そうした中で様々な議論がありますが、やはり今、少子・高齢化、大変財

政も厳しい状況で、社会的な高齢者の皆さんを支えていく部分と、次の世代

をつくり育てていくことのバランスをしっかりととっていく必要があると思

います。 

 

 （（（（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につにつについていていていて）））） 

子育て支援のあり方について、経済的な支援と家庭と仕事の両立支援いわ

ゆる社会的支援をしっかりと二本立てでやっていく中で、特に経済について

は、今、税制の控除等いろいろありますが、少子化対策という意味でも、も

っとわかりやすい制度にしないといけない。そして、子どもがいてもいなく

ても、子どもの数に関わらず、経済的負担をできるだけ社会で負担していく

というあり方が必要だと思ってきました。 

 就任してから１年３カ月経ち、できる限りスピード感を持って、できるこ

とから実現をしてきました。子育てについて、まず母子の健康支援として、

おたふく風邪ワクチンと水ぼうそうワクチンの全額助成を実施しました。こ

れは恐らく全国でも初めてに近い中で、先駆けて実施をしたと考えています。

防げる病気は防ぐということが大事だと。予防医療に力を入れていく中で、

全体の医療費の低減、削減にもつながるのではないかと。医師の専門家の声

もございまして、取り組みました。ただ、こういうことも本来は国全体とし

て予防医療の充実には力を入れるべきと考えています。 

 それから、ワーク・ライフ・バランス、仕事と家庭の両立支援ということ

を言われています。いわゆる共働きが当たり前という時代の中で、私も、子

どもは親がしっかりと世話をして育てるのが一番いいと思いますが、ただ現

実、いわゆる「かぎっ子」という言葉が昔ありましたが、そういった状況が
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生まれるわけですから、しっかりと仕事と家庭の両立支援は行政として、し

ていかなければいけないと思います。 

 待機児童対策ですが、平成24年度、小木保育園の改築工事をやっています。

味岡保育園の改築も来年度予定し、これらの改築にあわせまして定員増を図

り、充実をしていきたいと考えています。 

 また、放課後児童クラブについて、時間延長を実施しました。具体的には、

朝と夕方、夏休み等の長期休暇を除けば夕方の時間延長30分、さらに長期休

暇等については、朝方の時間をさらに前倒しで１時間ということで、７時半

から６時半としました。 

 児童クラブは、年齢拡大についての要望も大変強いものがあります。県内

でも小学校６年生ぐらいまでやっているところもありまして、産業都市小牧

ということを考えても、充実すべきだろうということで、ここ数年かけて、

小学校６年生までの学年拡大を目指していきたいと。ただ、改修や増設を要

する状況が学校によってあるので、建設工事等を今、この平成24年度も３カ

所で設計業務に入っているところです。 

 延長保育について、これもこの４月から実施しています。当初、村中保育

園の１園だけでしたが、地域バランスを考慮し、５園を実施していくことと

しました。大山保育園、味岡保育園、小木保育園、大城保育園の４園で30分

ずつ前後延ばしまして、午前７時から午後７時までの延長保育の実施を始め

たところです。 

 そのほか、安全ということが一番大事ではないかと考えています。就任後

に新たな施策の１つとして非構造部材の耐震点検があります。これは、昨年

の３月11日の大震災以降、今すべての公共施設、あるいは幼稚園、保育園、

さらには地域の会館について耐震診断を実施し、必要に応じて耐震化の手当

てをしていきたいと思っていますが、特に小・中学校については、文科省か

らも、特に構造材の柱とかの耐震だけではなくて、いわゆる非構造材、壁材、

天井材、電気の取りつけなどについても、特に点検が必要だということで、

全小・中学校で本年度点検をすることとしました。 

 また、放射能の問題が心配されていますが、原産地等で出荷に当たっての

検査等も強化をされていますので、基本的には流通しているものについて、

安全対策については国が責任を持って行うべきであると考えていますが、特

に市としても、それを補完する意味でモニタリングを、一番市民に対して安

全対策としてできることではないかと考えています。原発事故の後に、大気
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中の放射線量の測定は、市として独自に市内で行いましたが、学校の給食食

材についてもすべきではないかという声がございます。導入した市町もあり

ますので、市としてもこの放射能の測定について、今検討をしているところ

です。私としては、近々のうちに導入を図っていければと考えています。 

 さらに、防犯対策ですが、これまで、侵入して落書きや窓ガラスが割られ

たりなどについては、毎年のように起こっているところで、小・中学校の安

全対策の強化が必要であると学校現場からの強い声がございました。現在、

一部の学校には、インターホン設備がありますが、特に侵入者、あるいは急

病、何らかの事故等があったときに、職員や教員が１人で対応が難しい場合

もあります。そうした中で、各教室と職員室を結ぶ校内連絡網、校内インタ

ーホン設備を全小・中学校に、今年から５年間で計画的に整備をしていくこ

ととしました。あわせて防犯カメラについても、各校、この５年間で整備を

していくこととしました。 

 また、環境面の配慮もございまして、子ども服のリユース事業を始めます。

子どもの服はあっという間に着れなくなるので、もったいないということも

ありまして、児童館で子ども服のリユースコーナーを設けさせていただくこ

ととしました。思い出のある子ども服だと思いますので、大切に扱っていた

だくように、といった交流にもつながっていく形がいいなあと私は思ってい

ますが、各児童館、工夫をいただきながら、持ち寄った子ども服について必

要な方にお分けをしていくということも始めようとしているところです。 

 今、市の施策としては、積極的に展開しているつもりですが、不十分なと

ころもございまして、特に経済的支援のあり方等については、市だけではな

かなか難しいところがございまして、国全体の議論も必要かと思っています。

できることはしっかりと市として取り組んでいきたいと考えていますので、

本日も忌憚のない御意見をいただきまして、お力をいただければありがたい

と思っています。 

 

○○○○意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会 

【進行】 

 お三方からの意見をいただいた後に、市長のほうからまとめて御回答、お

話を伺うという流れの中で進めさせていただきたいです。 

 それでは、挙手をお願いします。 
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【質問者１】（（（（保育園保育園保育園保育園のののの延長延長延長延長）））） 

 子育てが充実しているということで、家を買って住もうかというときに、

小牧に決めたという方もたくさん知っています。本当にいい市になってきた

なあ、私たちの声が市に届いているなあと感じています。 

 学童保育も随分充実して本当に喜んでいますが、娘に今２年生と２歳の子

どもがおり、来年から育児休暇がなくなるということで、今日は、できたら

学童保育も保育園のようにあと30分延長ができないかということを話してく

るよう頼まれました。正社員で勤めて市税を入れ、それが老後の皆さんの支

えになってくるんじゃないかと思っています。正社員で働いていくことが、

オーバーに言えば小牧もそうだし、日本を支えていくことになると思ってい

まして、そういう点でも、ぜひ保育園を同じように延長もしていってほしい

ということをお願いしたいと思います。以上です。 

【進行】 

 はい、ありがとうございました。 

 

【質問者２】（（（（障障障障がいがいがいがい者者者者のののの保育園受保育園受保育園受保育園受けけけけ入入入入れれれれ）））） 

 広汎性発達障害の子がいますが、保育園の申し込みをしたところ、保育園

によって受け入れ体制が違って、給食を食べなかったら帰ってもらうとか、

お昼寝しなかったら帰ってもらう、障がい児を受け入れてくれないという感

じです。普通の子どもと同じ保育をしてくれない感じで結局やめました。保

育園によってはすごい理解をしてくれて受け入れてくれるところもあります

が、保育園によって受け入れ体制が違うので、市に同じようにしてください

という申請もしています。市は、同じように保育の体制をしていますと言い

ますが、現実は全然違って、園長先生によって受け入れ体制が違うので、も

し入れたとしても何曜日と何曜日は先生の人数が少ないので来ないでくださ

いとか、土曜日はできるだけ来ないでくださいみたいに言われて。保育園は

仕事をしている母親のためにあるのに、働けない状況です。障がい児の親は

離婚する率が高いこともあり、フルタイム働けないと生活もできないです。

延長保育も障がい児はだめと言われます。障がい児に対してもうちょっと受

け入れをしてほしいなという部分はあります。 

【進行】 

 はい、ありがとうございました。 
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【質問者３】（（（（給食給食給食給食のののの自校方式自校方式自校方式自校方式とととと食育食育食育食育）））） 

 大震災の後、被災された方の食の問題が大変クローズアップされていまし

た。そのとき寒い時期でしたので、温かいものが食べたいということで、支

援される方も大変だったと思いますが、そういうときに、今、小牧市内では

学校給食が給食センター化されていまして、一本化されていますよね。それ

が、例えば各学校に給食設備があったら、そこで調理ができるのではないか

ということも考えました。やはり、あまり大人数じゃなくて、そうやってま

とめてやれるのがすごくいいと思いますし、食の教育も考えると、やはり学

校の中で調理するにおいがして、給食のおばさんがいて、子どもの顔が見え、

そういう調理ができる。そして、子どもたちはつくってくれる人の顔が見え

る食事をとることができるということを両方考えますと、やはり自校方式を

考えていただきたいと強く思っております。 

 設備などもすごく大変だとは思うんですが、今、学区も少子化で、人数も

少なくなってきていますので、設備のほうも、小牧市は財力もありますから、

ちょっと頑張ればそういうのができるんじゃないかと思います。 

 小牧市内の農業も大変少なくなって、やっぱり地場産、土地でとれたもの

を土地で食べるというのがとってもいいと思います。生産者が見える給食を

子どもに食べさせたい。放射能のことも問題になっていますけれども、そん

ないろんな安全面も考えて、地場産でこぢんまりと、各小学校単位で注文す

れば、地元のお店も十分利用して食材の確保もできると思います。センター

方式だと一遍の量だから、大きなところを使うことになると思うんですが、

小さくすることによって、小牧の地場産業も一つ発展するんじゃないかなあ

というような思いも持っておりますので、ぜひ自校方式を考えていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

【進行】 

 はい、ありがとうございました。お三方の御意見をいただきました。 

 市長、よろしくお願いします。 

 

【市 長】 

 今、３人の方からそれぞれ貴重な御意見をいただきました。 

 子育て支援の充実について、いろいろと今取組みを進めていまして、延長

保育、あるいは学童保育、放課後児童クラブの時間延長をしたところです。

先ほどの説明で、延長保育より先に児童クラブの説明をしたのは、ちょっと
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言い方が十分じゃなかったですが、先に、保育時間にあわせた形で児童クラ

ブの時間を延長ました。その後、この４月から、保育園の延長保育時間を延

長したので、どちらも延長していますが、結果としてさらに保育園のほうが

30分長いという状況になります。確かに、今２年生と２歳のお子さんですと、

お母さんにとっては、結局どちらかが短いと同じじゃないかということにな

ってしまうので、お気持ちはよくわかります。 

 放課後児童クラブの時間延長についても、特に学校の人員の関係、保育者

の関係もございまして、調整をしながら、年度の途中で、調整が何とかつく

部分で延長をしました。延長できるならばしたいと思いますが、現実、その

あたりは現場との調整が必要ではないかと。ローテーションなど技術的な問

題だと思いますので、私としては、今後の放課後児童クラブのあり方の中で、

できる限り今の御意見を実現できるように努力をしたいということで、御了

承いただきたいと思います。 

 それから、障がい児をもっと受け入れてほしいということです。 

保育ですから、保育に欠けるお子さんについて、市が責任を持っていくと

いうことについては必要なことだと思っています。 

 現場の状況については、確認をしたいのですが。 

【事務局１】 

 市役所の子育て支援課です。 

 園長の人間的な個性といったものについて差があるというのは、いたし方

ないところでありますが、保育園ごとの違いというのは、入園児童数の違い、

あるいは建物の形状の違い、それらに応じて職員が配置されている数の違い

といったものが当然出てまいります。障がいを持ったお子さん方についても、

障がいというのがいろいろな個性に分かれて、それぞれ対応が違います。お

子さん方の個性にあわせた形で保育サービスを提供させていただきたいとい

うことで、いろいろ現実の保育園の状況にあわせた形でお話をする場合、そ

の園の個性と相まって状況が変わってくることはあると認識しています。 

 ただ、お子さんを受け入れさせていただくような基準につきましては、市

で統一をしてお話をよくさせていただくところであります。ですから、園に

よって対応が違うということについては、極力ないように進めておりますが、

それが結果として不安や不信感を与えているとすれば、おわび申し上げなけ

ればならないところであると思っています。 

～障がい児の受け入れ体制について～ 
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【事務局１】 

原則としては、中軽度の障がいの程度ということで、ある程度健常児と集

団の中でかかわっていける可能性の高いお子さんを最優先で受け入れさせて

いただくという考え方です。あくまで保育園そのものは、５歳児であれば30

人で１人の保育士が集団指導をしていくという原則がありますので、それが

前提になります。 

 それで、30人の中に程度の違う障害をお持ちのお子さん方がはいる場合は、

軽度の方につきましては、いわゆる30人で１クラスを持ちますので、それに

保育士の配置基準を加算して、大体、障がい児の方については４人に１人の

業務量という考え方をしておりますので、0.25加算という形で保育士を加配

します。それで、家庭の事情等によって重度の方でも受け入れをしなければ

ならないという場合につきましては、そのお子さんに対して単独で保育士を

張りつけるという形の基準になっています。 

【質問者２】 

 発達障害の子は過敏が多くて、舌に過敏があって偏食の子が多かったり、

手が敏感で手をつながるのを嫌がったり、髪の毛を触られるのが嫌だったり、

機械の音とかが嫌で耳ふさぎをしてしまうとかがあるんですけど、そういう

症状を話しても、全く理解しなくて、それは親が悪いという言い方をされる

園長先生もいます。療育手帳について、その子も手帳の申請をしたんですけ

ど、ぎりぎりとれなかったんですよ。基準となるＩＱより少し上回る数値だ

ったので。そういう子どもが今いっぱいいるんですよ。療育手帳はもらえな

いけど発達障害という。だから、手帳がないと加配もつかないみたいな感じ

で、つくかつかないかぎりぎりな感じで、保育園もそれで受け入れもあまり

してくれないという感じで。 

～療育手帳の対象者について～ 

【事務局１】 

 療育手帳については、知的な障がいをお持ちの方が受けとられる手帳であ

ります。その他には身体障害というものもありますが、中には両方の障がい

をお持ちの方、体の状態もちょっと通常どおり動けなくて、知的な障がいも

あるというような形もありますので、その辺にあわせて保育サービスは実施

をしていかなければならないので、そこは保護者の方とお話し合いで、保育

園が今現状がどうで、こういう形の保育はどうでしょうという提案をさせて

いただいて進めているところです。 
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 ～障がい児の延長保育について～ 

【事務局１】 

 延長保育は、今のところお認めできない状態でお話をする場合が一番多い

です。絶対的にやらないということではありませんが、延長保育というのは、

実際、１日に12時間保育をするということですので、通常のカリキュラムの

時間の８時間につきましては体制が万全ですが、８時間を超えた部分は、パ

ートや当番の保育士に頼らざるを得ないところがありますので、絶対的に保

育を保障するところまでは、今のところ体制が整っていませんので、お断り

するというのがほとんどという状況であります。 

【市 長】 

 基本的には、障がいの程度によって難しいよといって、じゃあ見てくださ

いよというのを、見る人がいればいいんだけど、お母さんの状況もある。で

すから、そのあたりをどういうふうに対応するのかということだと思うので、

一度、お話伺ったので、状況ももう一遍私としても確認しながら対応してい

きたいと思いますので。だけど、園長先生が発達障害とかについて理解がな

いとか、そんなことはないでしょう。 

【事務局２】 

子どもたちが豊かな気持ちで、心も体も大きく成長してほしいと思います。

それには、人間的に保育士、園長が本当に子どもに対して温かいまなざしや

気持ちで、お父さんやお母さん、お子さんに接するように指導していきたい

と常日ごろ思っています。子どもの内面、お母さんの気持ちに寄り添うよう

に話しかけたいです。そして多分[質問者２]さんは園長先生とのお話し合い

で納得をできなかったと思いますが、やっぱり納得がいかないと、矛盾を感

じたりとか、伝わらない気持ち、憤りとかいろいろありますので、納得のい

く話し合いができるように指導していきたいと思います。 

 それから、障がい児の勉強会も、毎年５回、６回はやっています。あとは

自己研鑽ということも、保育者の専門性を磨くところでは大事だと思ってい

ますので、全く知らないということはありませんので、あとは本当に申しわ

けありませんが、お母さんやお子さんの障がいの個性とか、理解を示そうと

か、意識の問題だと思いますので、そこら辺のことも今後指導していきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

【市 長】 

 よく状況を確認しながら努力しますので、まずお話を承って、いい形にな
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るように努力したいと思います。よろしくお願いします。 

 次のお話に移りたいと思います。 

 給食センターについては、今はセンター方式になっていますので、災害が

ありますと、学校ごとに給食室があるといいのではということも、確かにそ

ういう面もあるかと思います。 

 ただ、災害のときについては、別途、災害対策の中で非常食、あるいは炊

き出しの設備等について対応していることもあります。グラウンドで炊き出

しするとか、いろんなことがありますので、災害のときのことだけを議論し

て、センター方式から学校給食を個別にまた戻すということについては、こ

れは十分な議論が必要じゃないかと。 

 食育については、小牧としても食育専門のホームページも立ち上げたり、

今年のカレンダーのテーマにしたり、いろんな面で力を入れています。 

 今お話しいただいたように、いわゆる地元産の農産物をという地産地消で

あったりとか、あるいは学校で作物を育てる、土をいじるというようなこと

であるとか、さまざまな面で取り組みをしているわけですね。 

 本来は、家庭や地域で身近でもう少しやっていただくのがいいんだろうと

思いますが、そういったことを補う形で行政として力を入れています。 

 学校の給食で地元産をできるだけ使ってということは、今後一層意識しな

がらやっていきたい気持ちでいます。 

 そのほか、できるだけ食育という面にも配慮しながら進めることは大事だ

と思っていますので、一緒に作物をつくるだとか、一緒に料理をするだとか、

いいアイデアがありましたら声をお寄せいただければ、実現可能なところで

しっかりと対応できればと思います。給食室については、今日のところは私

としてはなかなかすぐにということは難しいのかなと理解をしていますので、

御理解いただければありがたいと思います。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 他に御意見ございましたら挙手をお願いいたします。 

 

【質問者４】（（（（待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消、、、、子育子育子育子育てのてのてのての精神的支援精神的支援精神的支援精神的支援についてについてについてについて）））） 

 市内の保育所が19カ所、これで2,510人というのがホームページに載って

いました。その中で、ゼロ歳からが10カ所1,320人、３カ月目からが８カ所

1,060名、それから57日目からが１カ所110名と、これで2,510名です。いわ
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ゆる年齢別に受け入れの場所が違ってくるわけです。ニーズとしてはどうい

う形でとらえられているのか。 

 それと、まだ新しく改善されて２カ所増えますということですが、この前、

市会議員の議会報告会のときに、味岡にできますということで、待機児童が

どれぐらい減りますかという質問をしたら、30人ぐらいまだ入れないお子さ

んが見えますということですが、これは市の施設と、私設でそういう保育園

システムというところもあるかと思いますが、そういうものを含めると、待

機児童がどれぐらい、これがいつ解消されるのかなというのが１点と、この

子育て支援には３つの要素があると思います。こういう受け皿での支援と、

それから金銭面、経済的な支援、もう１つは先ほどのような精神的な支援、

こういう精神的支援については今回ここに触れられていないので、これを公

にできるような仕組みがあって、それが福祉の充実、子育ての充実と、そう

いうところの悩みを解消する仕組みがもう少し大きくクローズアップされる

と、相互の意見の対立がなくなるのではないかと思います。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 年齢別による対応があるか、それで十分なのかという御意見、それから待

機児童の解消というのは30人というけれども、いつになったら解決ができる

のかという御意見。それから、受け皿の体制、経済、精神、この３つの支援

について、どうなのかという御意見かと思いますがよろしいですか。 

 時間の関係で、お１人だけ御意見をちょうだいできればと思います。 

 

【質問者５】（（（（子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの自転車教育自転車教育自転車教育自転車教育についてについてについてについて）））） 

 私は小学校２年生と年中の孫と一緒に暮らしています。昨今、自転車につ

いて、交通法からいいますと罰則とか、賠償責任みたいなものが非常に厳し

くなっています。子どもであろうと、例えば自転車でぶつかって人をはねて

けがをさせたら、賠償責任があるわけです。そういう子にどういう教育をす

るかということになってくるわけです。 

 現実的に、今自転車は左側通行というのが義務づけられているようなんで

すけど、私も車で走っていて、学生とか小さい子が右側を自転車で走ってき

てぶつかりそうになったことが何度もあるわけです。道路交通法だけ非常に

厳しくしていても、子どもに対する教育はどうしているか、御見解と今後ど

う強化されるかについて教えていただきたいと思います。 
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【進行】 

 ありがとうございました。 

 時間の関係もあり、この２件で回答お願いいたします。 

 

【市 長】 

 ありがとうございました。 

 まず順番に、受け入れの面で３段階施設がそれぞれあるということを御指

摘いただきまして、後ほど、そのあたりの理由等、待機児童の数については

事務局のほうから正確な数字を答えたほうがいいと思います。 

 今日、ワーク・ライフ・バランスの子育ての受け皿ということと、経済的

支援ということを中心に話をさせていただき、精神的なところがないという

御指摘をいただきました。 

 実は私も、これが最も大事ではないかと個人的には思っています。すなわ

ち子育て体制ですね、安心して子どもが育てられるということの。お母さん

に対する支援というのが、この時代背景の中で核家族が増えてきまして、３

世代同居でおじいさん、おばあさんから手ほどきが受けられると、知恵を受

けられるというような時代ではなくなってきている部分もあり、また都市化

の中で孤立しているお母さん、子育てが初めてで、お友達もないような方も

中に見えるものですから、そのあたりについては、これから一層重要だろう

と思っています。 

 今年の１月１日の広報こまきの企画で成人された皆さんとの対談をしまし

た。そのときに子育てで何が一番大事だと思いますかと聞かれたので、１番

は安心して子どもを育てられる環境ではないかと。やっぱり安全であるし、

そういった相談体制の充実というようなものが大事じゃないかと話をさせて

いただきました。 

 今でもそういった相談体制については、児童センター等で受ける体制には

なっていますが、一層こういったことを充実していく、そして横のつながり

といいますか、お母さんたちが一人でではなくて、同じように子育てをやっ

ているお母さんたちが集まって、それを共有しながら子育てできるようなこ

とを地域でもやっていかなきゃいけないと思っています。 

 今、地域によっては、保健連絡員さんがそういったことをやられています

し、地域の会館に若いお母さんたちを寄せて、遊びながらそういったことの

ネットワークづくり含めてやっていただいていることもあります。 
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 今回、市民と行政の協働事業をこれから本格的に推進していこうというこ

とで、この春から協働提案事業化制度というのをつくりました。これについ

ては、市民からの提案について予算枠を設けずに、市民で問題意識を持って

いくことで、市民が主体的に取り組んだほうがいいこと、あるいは行政だけ

ではなかなか難しいことについて、市民からの提案や行政からの提案で、双

方そういったことについてやっていける制度的な枠組みをつくりました。そ

れで、行政からもお呼びかけというような、行政提案の部分について、広報

こまき５月15日号に載せた中に、一つの提案として、今お話しました保健連

絡員さんが今やられているようなことも市民と一緒にやれないかと、行政の

ほうからの提案で盛り込ませていただいたところです。 

 その中で、子育て講座の企画運営ということで、子育て中の保護者を支援

するために、保護者のスキルとリフレッシュを目的とした託児つきの講座、

もう１つ出張子育て広場開催事業ということで、地域の地区会館などを利用

しながら、子育て支援センターと地域と連携を図りながら、自宅の近くで気

軽に集まって、親同士の出会いと交流や、子どもたちが自由に関わる中で、

同年齢とか異年齢で関わり合いながら遊べるようなことを目的とした広場の

企画運営について、もしやる気のある市民の方が見えれば一緒にやりません

かと、提案をしています。 

 こんなようなことを、今の児童センターの児童相談や、児童館のそういっ

たもの以外にも、いろいろとそういった相談自体だとか、同じ世代の同じ悩

みを持つ親の交流であるとか、特に孤独で、子育てでノイローゼにならない

ようなことを意図した、いろんな手だてをしていきたいと思っています。今

できることの中でいろいろ考えておりますので、もしお気づきのことがあり

ましたら、ぜひまた教えていただければありがたいと思います。 

 受け入れ年齢の問題と待機児童の数、実態については事務局のほうから教

えてもらえますか。 

【事務局１】 

 それでは、報告をさせていただきます。 

 23年度でありますけど、23年の４月現在で待機児童は11名でありました。

今年の４月につきましては、今統計調査を行って、結論が出たところで、内

訳はわかっていませんが、ほぼゼロ歳から１歳の方を中心に31名待機されて

おるということで結論が出ています。 

 年齢につきましては、先ほどチラシの中にもございますように、ワーク・
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ライフ・バランスの中で、社会が行う責任ということで、子どもさんの保育

も当然一部ですが、企業の中で育児休業がとれるという制度が大分定着をし

てきておりまして、以前ほどゼロ歳児の絶対的な保育というものが、就労を

続けながらやる必要がなくなってきていますので、ゼロ歳児の拡大ペースと

いうのは、そんなに早めてはいません。 

 それにあわせまして、育児休業の復帰が誕生日ということがありますので、

その誕生日に復帰されるということに保育園が柔軟にこたえ切れない状況が

ありまして、そこに待機児童が発生するというようなことで、今後の課題で

あると考えています。以上です。 

【市 長】 

 待機児童解消に向けて、小牧としても努力していきたいと考えています。 

 続いて、自転車交通についての御質問にお答えしたいと思います。 

 大変交通事故が多い状況が続いており、愛知県は不名誉な結果が続いて、

今年もワーストワンを独走していると聞いています。２位の埼玉と大分離れ

ていると聞いていますし、交通事故対策というのは、小牧にとっても非常に

大事なことであります。 

 構造上の問題については、市でできるだけ交通安全対策をやるわけですが、

最終的にはルールを守る、交通マナーという、市民全体の意識ということ。

それから不注意といいますか、ふとしたときに、まさか自分は大丈夫だろう

と思っていても、誰でもあり得るというようなことがありますので、常に、

どこに危険があるかということを事前に予測をして、例えば角から飛び出て

くるかもしれない、何があってもすぐ止まれるとか、対応できるというよう

な形で運転をするということが一番大事だろうと。ルールを守るということ

と、そうしたことを常に気をつけるということ、このあたりの意識が非常に

大事だと私は思っていまして、特に交通啓発について力を入れていきたいと

思っています。 

 自転車については、幼児や児童も、自転車に限りませんが、他人にけがを

させたり、何か過失があって事故があると、賠償責任が発生するのは当然だ

と思っています。ですから、常にそういったことを注意するように、親や家

族が、まず外に出るときに注意するということが大事だと思います。私も子

どもには、道路や駐車場では、小さい子は車から見えませんから、絶対走っ

ちゃだめだと、必ず手をつなぐようにということを徹底しています。親とし

ても心配なことではないかと思います。 



－１５－ 

 そんな中で、学校でも交通教育をやっています。まず御家庭でも気をつけ

ていただくのが一番だと思いますが、学校で毎年交通安全教室を開催してい

ますので、今後もやっていきたいと思います。学年に合わせて、私も子ども

のときの記憶にあるのは、腹話術や紙芝居など、わかりやすくやっています

ので、そういったことについては継続していきたいと思います。 

 最近、交通ルールについて、自転車のほうのマナーが悪くい事故がかなり

増えていますので、警察庁のほうも通達を新たに出して、私の理解では、特

に交通ルール上の変更はないと思いますが、より厳格に、自転車についても

交通法を適用するような通達が出たばかりであります。 

 それから、自転車は原則車道ですけれども、私の理解では、やはり実情に

応じての運用が大事だと。例えば高齢者の方とか、お子さんを乗せている自

転車とか、あるいは危険箇所、どうしても車道を通る場合、危険が多い箇所

については、歩道内を自転車は走行ができると理解しておりますので、その

あたりも含めて、とにかく事故に遭わない、事故を起こさないということで、

皆さんとルールを共有しながら、交通教育については、大人も子どももあわ

せて力を入れていきたいと思っています。 

 また、この件については実態等、お気づきのことがあれば、声をお寄せい

ただければありがたいと思います。 

【質問者５】 

 車を運転している人は、免許を取るために勉強します。だけど、自転車は

もちろん自分を守るために教育をしているつもりですが、実際に子どもたち

が自転車を乗るのに、免許は要らないです。ですから、実際、その子たちが

ちゃんと道路交通法を理解しているわけではないですね。そういう状態で、

道路交通法を明確にするというのは、矛盾があると思います。 

【市 長】 

 私の個人的な見解ですけれども、交通ルールがわからない子どもが自転車

を乗ることはあまりよろしくないと思っています。ですから、きちっとルー

ルを理解して、マナーがわかるという前提で、交通ルールを遵守して乗って

いただくことが何より大事だと思っています。ですから、それがわからない

子どもが、わからないから交通ルールを厳格にするのはおかしいということ

ではなくて、交通ルールは交通ルールとして、だれもが守るルールでなけれ

ば、車も安心して運転できないものですから、まずはお子さんにきちっと交

通ルールを理解してもらって、理解ができる子どもが自転車に乗る許可を親
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が与えるということではないかと私は思います。保育園とか学校は力を入れ

ていきますけれども、十分、これは本人の身を守ることですから、そのあた

りは不十分だということであれば、その点についてできる限り努力をしたい

と思います。ただ、安全については、自分の身を守ってもらうと。ですから、

親御さんにおいても、わかっていないというお子さんを通りに出すのは、私

はちょっといかがかなと心配をしますね。 

【進行】 

 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】 

 今日、大変貴重な御質問や御意見をいただきまして、大変ありがとうござ

います。 

 私の答えについて、十分でない点もあったかもしれませんが、御指摘いた

だいた点につきましては、実情、あるいは現場の声ということで、私も真摯

に受けとめて、今後、不十分な点については十分検討して、その改善を図っ

ていきたいと考えているところでございます。 

 それぞれの立場で、やっぱり行政は行政、そして学校は学校、あるいは地

域は地域、また親御さんは親御さんの立場で、これは子どものためというと

ころで、それぞれがしっかりと責任を果たしていくということが何より大事

だと思っておりますので、すべて教育にしても、学校現場だけ、あるいは行

政だけということでは、まことに十分な結果は得られないと思っております

ので、ぜひそのあたりのそれぞれの立場での御努力やら、また連携の強化、

こういったことについて御理解と御支援、御協力を賜れればありがたいと思

っております。 

 また、こうした機会を通じまして、さまざまな貴重な御意見を今後ともお

寄せいただいて、全体の向上に努めていきたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。最後、一言、心から皆様方に感謝、御礼を申し上げて、

今日のお礼の言葉とさせていただきたいと思っております。今日は本当にあ

りがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 


