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平成 26年度第 8回柏原市子ども・子育て会議会議録 

開催日時 平成 26年 12月 16日（火）午後 2時 00分から 

開催場所 柏原市健康福祉センターオアシス 

議 題 １.開会 

２.会長あいさつ 

３.案件 

１）小規模保育事業者選考部会について 

２）子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

３）その他 

４.閉会 

出 席 者 

委 員 

谷向委員、小松委員、川渕委員、近藤委員、田中委員、 

中野委員、西委員、西村委員、福岡委員 

【計９人出席】 

（北畑委員、東森委員、藤宇委員、永野委員、 

三木委員は欠席） 

事務局 
健康福祉部理事、こども政策課課長、課長補佐、主査 

教育委員会指導課課長 

議事の内容 

事務局 お待たせしました。ただ今から開催させていただきたいと思います。 

まず、委員 14 名中、現在９名ご参加いただいております。したがい

まして、過半数の出席がございます。本日の会議は成立していることを

ご報告申し上げます。 

それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

谷向会長 皆さま、こんにちは。今日は向かいでクリスマス会が開かれていると

いうことで、駐車場がいっぱいなんだそうです。 

選挙も終わりまして、消費税 10％の行方がどうなるのやら。子どもの

方にどれぐらい、お金が回ってくるのかということも、ちょっと気にな

ります。幼児期の１年というのが、大人が感じるよりも、同じ１年でも

ずっとずっと長いということを、いつも感じております。人生 80 年の

基盤を築く１年ですけれども、その大切な１年というのを、私たちもあ

まり先延ばしにせずに、早くよりよいものへと導いていけたらなと思っ

ております。 

本日もまたよろしくお願いいたします。 
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本日は、傍聴の方はいらっしゃいませんでしょうか。 

それでは、案件の方に入っていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

事務局 それでは、案件の方に入らせていただきたいと思います。その前に、

今会長の方からお話がありましたけれども、消費税 10％が延びたという

ことで、当初、子ども・子育て支援新制度は 10％に上がる前提で、上が

る財源を見越して制度として始まるという法律になっておりました。今

回、延びましたが、制度自体は先延ばしせずに、来年４月から予定どお

り始めるということで、国の方は申しております。消費税が先延ばしに

なったからといって、この制度自体は延ばされないということを、先に

お知らせしておきます。 

案件です。今日は、一つ目、小規模保育事業者選考部会について。２

つ目として、子ども・子育て支援事業計画（素案）について。三つ目、

その他の三つの案件でお願いします。 

まず一つ目の案件ですが、資料１をご覧ください。 

 

 （資料説明） 

 

谷向会長 それでは、部会の方の委員さんを決めるということで、まずは立候補

で委員になっていただける方を募りたいと思います。皆さま、いかがで

ございましょうか。 

 

事務局 部会の立ち上げについてのところからお願いします。 

 

谷向会長 すみません。まず部会を立ち上げるということについて、ご賛同いた

だけるかということで、よろしいでしょうか。それでは、ご賛同いただ

けましたので、部会を立ち上げさせていただくということで、よろしく

お願いいたします。 

次に委員さん。 

 

事務局 今日、委員さんを選ばせていただきましたら、この本体の会議終了後、

30分程度残っていただきまして、第１回の選考部会ということで、選考

の内容であるとか、部会長の選出などをさせていただき４時ぐらいから

若干お時間をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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谷向会長 そうしましたら、４時以降で少し時間を取るということです。あと、

立候補はいかがでございましょうか。特にないようでしたら、一つの提

案としまして、この委員の中で比較的よく出席していただいている方に

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

ちょっと出席率の方を聞いておきましたので、お名前の方を挙げさせ

ていただきます。川渕さん。近藤さん。市民の代表として福岡さん。そ

れから、私と小松先生の方で、５名で組織したいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

そうしたら、この５名で部会を持たせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

小松副会長 一つだけ確認させてください。部会は、選考および決定と書かれてい

るのですけれども、決定して、何と言ったらいいでしょうか。つまり、

例えばこの新制度でしたら、議会を通すような案件もあると思います。

議会で最終的に決めることもあると思うんですが、この選考というのは

最終決定というか、もうここで決めたらすべて定まって、どこでの審議

もなく、すぐにもうスタートするような種類のことというふうに理解す

ればいいのですか。 

 

事務局 最終の決定は市長が行いますので、候補を決定いただきます。 

 

小松副会長 分かりました。 

 

事務局 ２条以降の文言に候補というのを付け加えさせていただきます。それ

と、ここでご記入いただくのは、あくまで候補ですので、そこの候補に

なられた事業者さんが、次は認可手続きを踏んでもらわないといけませ

ん。そこで認可が下りないと事業はできません。この認可権限は市町村

にあります。これは、市役所の中の他部署になります。そこで認可申請

を受け付けて、認可基準を満たしていると判断されて初めて、事業が実

施できるような形になります。 

 

谷向会長 では、あくまでも候補を選考するということで、部会を進めさせてい

ただきたいと思います。 

それでは、次の案件の方へいってもよろしいでしょうか。 

 

事務局 （資料説明） 



4 

 

近藤委員 安心安全のまちづくりというところの、51番の公園の整備、充実とい

うところですけれども、前にみんなにアンケートを採ったときに、公園

が欲しいという意見も多かったので、増やすのはなかなか難しいかなと

思うんですが……。ここには具体的にはそんなに載っていないんですけ

ど、やっぱり校区に一つぐらいはボール遊びができるような公園も、校

区に一つでいいのであった方がいいのになと思います。 

遊べる公園がある校区もあると思うのですが、私は近くのことしか分

からないんですけれども、柏原東小校区にはなくて、それで、校区外に

出てはいけないということになっているので、「あそこの公園に行った

ら？ 近いし」と言ってもすごく嫌がって、「そんな、先生に怒られる」

とか、「見つかったらどうするの」とかいうので、大抵公園はボール遊

びはいけませんとか書いてあったりするのですが、ここの公園だけはボ

ールが使えるよというのがないところには、一つは用意してもらえたら

うれしいなと思います。 

 

谷向会長 その件に関しまして、何かご意見をいただけるでしょうか。 

 

事務局 公園の施設整備になりますので、子ども・子育て会議の委員さんから

こういうご意見がありましたということは、私どもも責任を持ってお話

しさせていただくことはできます。子どもに関する施策のうちの一つと

して、そういう要望があったというお話は、担当課の方にさせていただ

きます。それがきっかけになることはあるかもしれませんけれども、こ

こでそういう議論、お話が出たから、必ず公園の整備もしますよという

ところまでは、ちょっとたどり着かないかと思います。 

そういうご意見をここでいただきましたら、市の方に担当部署があり

ますので、そこの方にはプッシュはしていくような形でよければ、ご了

解、承ったというお返事になります。すみません。 

近藤委員 はい、ありがとうございます。 

 

事務局 理想的には、ここに一つ項目が追加できればいいと思います。ご意見

をいただいて、例えばここに一つ追加して、校区に一つ、ボール遊びが

できる公園を整備します、という文言を入れるかどうかということを、

今のご意見ですぐにというのは難しいかもしれないんですけれども、担

当部署の方にお伝えして、ある程度この文言が修正できるのであれば、

そういうことで検討させていただきたい。 
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西村委員 あれは、校区から出たら駄目なんですか。 

 

近藤委員 小学校は校区から出たら駄目なんです。だから、すごく近くても行き

たがらない。 

 

西村委員 柏原市なんて、緑がすごく豊かじゃないですか。河原はあるし山はあ

るし、そこら中公園みたいなものだから、別に金を掛けなくても、その

辺に遊びに行ったらいいのにと思いましたけれども。 

 

近藤委員 そうなんですけれども、先生も見回っておられて、市役所前の河川敷

でやっていても、「あかんで」ということで、先生に言われて、「あそこ

もあかん」とかえらい怒って帰ってくるので。 

 

西委員 河川敷は駄目なんですか。 

 

近藤委員 駄目なんですよ。ボール遊びというよりは、あそこに行ってはいけな

い。あそこで遊ばないでと言われる。校区外になるから駄目だといって。

先生も事情が分かっているから怒りにくいみたいなんですけれども。 

 

谷向会長 恐れ入ります。よろしくお願いします。 

 

事務局 全責任を持って回答することはできませんが、いろいろな安全面の部

分でありますとか、確かに広い遊び場を求めてという部分はあるんです

が、特に低学年のお子さんについては、保護者の同伴でなければ、やは

り地域の目の届かないところに、子どもたちだけで出ていくという部分

については、安全面で非常に心配であるということで、ご家庭のご要請

もあったりというようなことも受けながら、学校が判断していると、ご

理解いただけたらと思います。 

実際に保護者とご一緒であれば、駄目という話は絶対ありません。た

だ、やはりご家庭の方も常にお子さんと一緒に行動できるわけではない

ので、お気持ちとしては非常に理解できるところはあるのですが、そう

いう観点の中で、学校の方で指導させていただいていると、考えており

ます。 

 

西村委員 登下校の間だけですか。 
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事務局 いえ。放課後につきまして。 

 

西村委員 放課後についてということですか。休みの日にそんな遊びに行ったら

駄目だとか、そんな指導はない？ 

 

事務局 休みの日も同じです。 

 

近藤委員 子どもだけだったら駄目なんです。 

 

西村委員 駄目なんですか。 

 

近藤委員 ええ。 

 

事務局 発達年齢に応じて、学年に応じて、その辺の広がりは考えていると思

っているんですけれども。 

 

近藤委員 先生も、なかなか遊ぶところがないのが分かっているから、きつくは

言わないんですが、でもやっぱり、河川敷なんかちょっと危ない。雨な

んかが降ったりすると、やっぱりちょっと怖いかなというところもあっ

て、先生も忙しい中そうやって回ってくださっていて、気をつけておら

れる中で、注意されて。本当に４時ぐらいから５時ぐらいまでの１時間

に満たない時間なんですけれども、やっぱりそれでも遊びに行きたくて

遊びに行くんですけれども、ボールで遊んでいてしかられたとか何と

か、しょっちゅう言って帰ってきて、「どこでやればいいの」と、しょ

っちゅう怒っています。 

 

事務局 よろしいですか。そういうお声もありつつなので、特に小学校につき

ましては、校庭の開放という部分で、ボール遊びもしていただけるとい

うような形で、これも立地条件によりまして、校区が非常に広いところ

は、４時ぐらいを限度としているところもございますけれども、多くは

５時近くまで校庭を開放しています。 

ただ、学校によりまして、一度下校してからでないと駄目であるとか、

一遍ご家庭に帰って、子どもたちがいったん学校から帰ったよというこ

とを、ご家庭に示して戻ってくるのは OKという学校もあります。逆に、

家庭に連絡しておいて、しばらく残ってから遊んで帰ってくるねという
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ようなことで、そのまま遊んでということも可能という学校もございま

す。 

これは、ちょっと条件が学校によって違うということもありますの

で、補足として説明させていただきます。 

 

谷向会長 ありがとうございます。ほかに何かご意見はありますか。 

 

川渕委員 すみません。質問なんですけれども。第５章に書かれている、子育て

の具体的展開というのは、子育てに関わって、市役所の各部署が網羅さ

れていて、いろいろな取り組みの内容が書かれています。この目標に向

かって、ここに書かれている担当部署各課が努力しているという、解釈

でよろしいんですか。 

 

事務局 そうです。 

 

川渕委員 そうしたら、また次の計画のときには、これに対して達成度であった

りとか、そういうこともしていくということで。 

 

事務局 はい。 

 

川渕委員 分かりました。 

 

谷向会長 その辺り、もう少し具体的に、どういうふうに達成目標を立てて、そ

の進捗状況を市民に報告していただけるか辺りのシステムというのは、

ちょっとご説明いただいていいでしょうか。 

 

事務局 １年おきに検証という形で、この会議で報告というような形になると

思います。具体的な数字について表す部分については、７章の事業計画

の確保の数などずっと数の話をさせていただいていました。例えば 27

年度に、これぐらいの量を確保できますかと。計画より少なかったねと

か、計画よりはたくさんいけましたねとかいう、具体的な数値について

の報告というのは、７章になってくると思います。 

５章についても、内容というか、こういう方向を目指してやっていき

ますという書き方をしております。こちらについても、何か数値で出せ

るような施策については、１年間でこういうことをやって、こういうふ

うになって、というところについて、すべて出せるとは言い切れません
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が、お示しできる部分については、お示ししたいと思っています。 

 

谷向会長 それも、各部署によって数値を立てて、具体的に指導するところと、

それから、計画を練る段階のところとか、いろいろあるということを、

１年おきにはご報告いただけるということで、よろしいでしょうか。 

 

事務局 はい。５カ年の計画になりますので、１年おきに進捗状況は公開して

いきます。 

 

田中委員 いいですか。先ほどボール遊びのことをおっしゃっていましたけれど

も、各小学校でボール遊びをしてもいいというふうに捉えました。そう

したら、今その意見は出てこないような気がするんですけれども、小学

校では遊べるんですよね。遊べないんですか。 

 

近藤委員 小学校では４時半ぐらいまでは遊べるんですけど。 

 

田中委員 ボール遊びはできるんですか。 

 

近藤委員 サッカーはしてはいけないとか、結構…。 

 

田中委員 野球か何か、ボール当ては、そういうことはできるんですか。公園を

見ると、どこでもボール遊びするなとか、大人はゴルフのクラブを振る

なとか、いろいろ書いているんですけれども、その辺のところを小学校

は認めているのかなと思ったりしたのと、事故が起こったら、一体誰が

責任を持つのかなと思ったりもします。その辺は、教育委員会は認めて

おられるのかどうか。それが一つ。 

 

事務局 よろしいでしょうか。 

田中委員 はい、どうぞ。 

 

事務局 今ご指摘の部分ですけれども、いわゆる放課後の子どもたちの運動場

での遊びにつきましては、やはり学校が認めている以上、学校の教員が

担当で付いて、一種の安全指導という部分、確認ということをさせてい

ただいていると理解しております。 

その中で、運動場の広さでありますとか、利用する子どもたちの人数

によって、一定やはりバットを使うボール遊びであるとか、そういう部
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分については制限を設けていると、理解しております。だから、できな

いというところも結構あると思います、野球等につきましては。 

 

田中委員 結局、何でも制限があって、あまりするなというふうにも捉えてしま

うんですけれども。校区を離れたらいけないというふうな縛りもあるみ

たいですけれども、逆にそういう球技ができるような何か子どもが活動

できて、あそこへ行ったら遊べるというエリアを、学校の方もまた認め

ていただくのもいいのかなと、思ったりもいたしました。 

２点目に聞きたいのは、73ページの一時預かり事業です。これも、要

するに預かりの時間等については、ここには列記されていないんですけ

れども、お医者さんも当然ランチタイムも必要なので、休憩もあります。

事故があったときに、救急車に「どこへ行ったらよろしいか」と言った

ら、ほぼ今はお昼の時間だったらないという状況があるのと同じで、預

かりの時間はこうですとか、何かこう書くようなサービスというか、そ

んなものはないんでしょうか。 

ここに載せてくださいと言っているのではなくて、何かそんなサービ

スがあれば、親はまたそれを見て、自分の合うところに対応されるとか。 

 

事務局 別の冊子とかでということですか。 

 

田中委員 まあ、そういうふうな対応ができるとか。例えば公立の幼稚園でした

ら、１週間のうち何日間か、あるいは時間はこれですと。私学の幼稚園

でしたらこれですよ。あそこの幼稚園は朝は遅いけれども、どこどこは

朝早いとか、そのような形があります。そういうのが、この部会のサー

ビスの一環かなと思ったりもするんです。 

 

事務局 今、「子育てほっと情報」である程度掲載している形となります。 

 例えば、発達について悩んでおられるお母さんたちもいらっしゃっ

て、どこに電話したら、自分の子どもの発達状況を相談できるのかとい

うところも、子育て支援を利用されている方から聞きます。27年度に新

しくする「子育てほっと情報」には、そういうとこら辺もちょっと混ぜ

込んで、改訂していきたいと思って考えています。 

 

田中委員 目をけがしたら、八尾までいかないといけないとか。向こうも診察時

間の都合もあるでしょうけれども、それの大病院が幾つかありますけれ

ども、やっていないとか。だから、救急車もなかなか対応してくれない
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ので、自分で行きなさいという時代になってきましたから、何かそうい

うのがこれのサービスかなと思ったりするんですけれども。 

 

谷向会長 「ほっと情報」の方も、かなり年々充実しているように思います。ぜ

ひまた今のご意見を生かしていただけたら。 

 

事務局 保健センターも、一緒にその中に入っていますので、そこら辺もまた

相談しながら改訂を検討します。 

 

事務局 医療機関については、どこを載せるかというのは、診療時間とか一度

載せてしまうと、その情報を信じるということになりますので、一応、

医療機関の紹介のところに、どこが今開いているかという照会できる電

話番号等も、「子育てほっと情報」に載せていますので、その辺の活用

を今皆さんにお勧めしているような状況です。 

 

田中委員 ありがとうございます。 

 

谷向会長 情報誌の充実とともに、情報誌がどういうふうに活用してもらえるか

という、活用方法の知恵も必要になってきますかね。今後それがまた課

題というふうに、よろしくお願いします。 

ほかはいかがでしょうか。 

 

福岡委員 第５章からの分なんですが、先ほど言われたように取り組みがいろい

ろあって、担当部署もたくさんの部署が関わられているんだなと思うん

ですけれども、この同じ項目の中で担当部署が二つ以上ある項目なんか

があると思います。そういうところは、両方とも関わっているからとい

うことで書かれているかなと思いますが、同じ内容の項目で二つ部署が

あるということは、その部署同士の連携とかそういうことは、どのよう

に考えておられるのかなというのをお聞きしたい。 

特に最初のナンバー１の、教育・保育の充実であるとか、12番の幼児

教育の充実。教育内容についての部分が、二つ担当課があるということ

で、そこの担当部署同士の連携を、どのようにこれから考えておられる

のかなというところをお聞きしたい。 

あと、この内容の中に、幼小中一貫教育による質の高い教育に向けて

取り組むと書かれています。今現在、幼小中一貫教育とうたわれて、も

う数年たつんですが、実際、学校の現場を見ていると、そんなには変わ
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らないかなという気がします。 

先生方にお聞きすると、先生同士の交流は密に取られているとお聞き

していて、私たちの分からないところでは、そういうフォローがたくさ

んあるのかなと思いますが、子どもたちが実際受けている現場では、あ

まり感じられないところもあります。 

その辺りは、具体的にどのように取り組まれているのか。今現在取り

組まれている内容と、これから先、どのようにお考えなのかなというと

ころを、聞きたいです。 

 

事務局 まず、教育・保育の充実という部分で、指導課が関わっています。 

１番目のご質問なんですけれども。これは、幼児教育部門。これはあく

まで指導主事なりの教育の専門家が入って、現場の保育士も入り、先生

方で幼児教育の専門部門をつくっていっていただくという意味合いで、

この指導課というのを書かせていただいております。 

それ以外の、建物とかのハード面ですとか、あるいは職員の方の処遇

の部分ですね。そういう、今現時点での子育て支援課という名前ですけ

れども、こちらの方でもやっていく。 

もちろん、それぞれが別々に動くと、おっしゃるように、これはばら

ばらになります。いわゆる保育士さんは、子育て支援課の職員でもあり

ます。ですから、そこでもガッチリと、幼稚園教諭、保育士、指導課の

先生ということで、幼児教育、保育というものを考えていただく。 

ハード面のときには、今度は事務方が入りまして、それぞれのご希望

をお伺いして、予算もございますけれども、できるだけいいものに変え

ていく。そういうことで、常に一緒になって対応をと思っております。 

 

 

事務局 指導課としても、幼小中一貫という名前を挙げさせていただきなが

ら、取り組みを進めているところです。なかなか目に見えないとおっし

ゃるご意見も、いろいろなところからいただいています。 

先ほどおっしゃっていただきました、先生同士の交流。これは意外に

思われるかもしれませんが、小と中というのは分断をしていたのが、こ

れを始める前の状況です。子どもたちの情報につきましても、個人情報

との関係があって、一定引き継ぎ事項等はさせていただいているわけで

すけれども、実際に言葉でのやりとりだけになってしまっていたところ

が、否定できないところです。 

現在は小と中の方で、先生同士が行き来をして、授業を実際にさせて
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いただいている。そういう中で、子どもたちの状況を実際に見て、その

部分を連携させていただくというようなことが、小中の中では比較的、

中学校区という連携枠が取れていますので、機能しているかなと思って

おります。 

学校ごとに状況が違いますので、その特性には違いがございます。例

えば、中学生と小学生が一緒に遠足に行くというような校区もございま

す。立地的にお隣り合わせの幼稚園と小学校で、いわゆる読書活動につ

いて、同じ取り組みを幼少にわたってやるなどの取り組みを、できると

ころから順次進めているところでございます。 

一貫に全部なりまして本年で３年目なんですけれども、ご批判を受け

ながら、ますます「ああ、変わったね」と言っていただけるような取り

組みにつきましては、中学校区で集まりながら、今後も進めてまいりた

いと思っています。 

また、校区の状況によりますけれども、ＰＴＡ活動でありますとか健

全育成会の活動を、小中で一本化していって、地域との連携も中学校区

で行うであるとか、そのような取り組みをさせていただいているところ

です。 

しかし、幼児教育につきましては、一つの中学校に対して、この幼稚

園からお子さんが行くというような状況に振り分けられておらず、一つ

の幼稚園から３小学校にとか４小学校にというふうに、散らばって行か

れるような状況があるので、ここはなかなかわれわれも難しいなあと思

いながら、園長と校長というような取り組みも、連携も取りながら取り

組みを進めているようなところでございます。 

今後ますます発展を目指したいと考えております。また、ご意見をい

ただければと思います。以上です。 

 

福岡委員 あと、すみません。幼稚園のお話は出たんですけれども、保育所さん

との連携はされているんでしょうか。 

 

事務局 申し訳ございません。現在の動きもございまして、２年ほど前から、

小学校に上がってくるお子さんにつきましては、幼保の方もいらっしゃ

いますし、ほかの方もいらっしゃるという中で、一緒に、小学校の先生、

保育園の先生、幼稚園の先生が一緒に情報交換をするとか、会議を持つ

とか、研修を持つとか、そういう中で、できるだけ近い関係になれてい

くような取り組みは、継続的に行わせていただいているところですし、

今後も続けてまいりたいと考えております。 



13 

 

谷向会長 幼稚園といいますか、教育委員会さんの方は、夢を語ってもいいとい

うのがあると聞いております。今後、幼保の連携、こども園に向けて、

何か具体的なビジョンとか、例えばこういう保育をしたいとか、幼児教

育をしたいとかというような、目標なり志向なりというものがございま

すでしょうか。 

私、ここ柏原市は大阪教育大学のお膝元ですので、教育大学付属幼稚

園よりは、ずっと柏原市の方が連携はしやすいのではないかなと思った

りして。その地域的な特性を活用するのは、柏原市にとってとてもメリ

ットがあると考えます。 

その辺、何かビジョンなり、何か理想なり、夢でも結構でございます。

何かありましたら、ちょっとお聞かせいただきたいなと思ったりしまし

たが、いかがでしょうか。 

 

事務局 本当に時代が変化し、保護者、また世間のニーズも変わってきている

中で、幼保の一体化であるとか、いろいろなお話が出ています。本課が

担当してきましたのは、いわゆる幼稚園要領に基づいた指導の内容の部

分でございます。それにつきましては、今までに担当した経験があるん

ですけれども、保幼を一つにして、例えば認定こども園にするという部

分につきましては、これは、やはり行政としても連携を取っていかなけ

ればなりませんし、それぞれの園の先生方の情報共有も必要です。 

お互い学ぶべきところを学んでというところにつきましては、こども

政策課の方であるとか、そういうところでも分かれていただいておりま

すので、今ここでこういう形でという考えについては、ちょっとお示し

することはできないのですけれども、そういうところを進めていきたい

というところに、かかっているのかなと思います。 

教育大との連携につきましては、大阪教育大学に限らず、幼児教育の

専門家は全国にたくさんいらっしゃるんですけれども、歴史的な部分の

中で関係が取れている先生もいらっしゃいますし、近くだったら奈良教

育大の方でお世話になることもあります。今後とも、そういう部分につ

きましては、貪欲に推奨をしていきたいと思っております。 

 

谷向会長 ありがとうございます。 

柏原市の場合は、次年度からこども園の方に移行する園はありません

けれども、間もなく、２年３年先には恐らく移行する、柏原市にもでき

るということを考えましたときに、具体的にビジョンとか計画とかを聞
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かせていただけたらと思ったんですけれども、その辺はまだ？ 

 

事務局 現在、今年度にガイドラインということで、「公立施設の民営化等に

よる幼保一元化ガイドライン」というのを策定させていただきました。

それには、将来の設計図みたいな形になっていますので、来年 27 年度

以降には、それを具体な名前まで挙げて進める方向で、今考えています。 

必ずしますというお約束はできません。そこで有識者の方も入って、

まずは今の公立幼稚園の在り方、公立保育所の在り方、この辺を含めて

総合的な子どもの教育・保育環境を、柏原市でどういうふうに導いてい

くのがいいのかなということを、具体なところまで突っ込んだ形で検討

していただくというようなことを、来年の、そういう場を設けた上で、

皆さまにもお示しした上で進めていきたい。 

かじ取りをさせていただくのは市ですけれども、有識者の方、あと現

場の声も聞きながら、着実に進めていきたい。その中には、われわれ行

政の者も入りますし、現場の施設長にも参画いただいた上で、今後の方

向性というのは、かじを取っていきたいなということは、今計画中でご

ざいます。 

 

田中委員 今、幼保のことをおっしゃっていただいていましたが、幼稚園の立場

でこう考えて、子どもたちには、日本のこの四季というのを、季節をや

っぱり大事にしていきたい。あそこに行けばこんなものがあるよと。高

井田にはどんぐりの森みたいなのがあります。ほかにどんなものがある

のかな。以前でしたら、大和川の堤にツクシを採りに行ったこともある

んですけれども。この自然に恵まれた柏原市をＰＲするのに何がいいの

かなと。幼稚園もありますよ、保育所もありますよということでＰＲし

ていけば、市としてもいいのかなと思います。その辺が今、私も長年柏

原市に携わらせていただいていますけれども、何があるのかなと思いな

がら、今思い描いているのが一つでございます。 

また、幼稚園、保育所の保護者が、どんなもので幼保連携を考えてお

られるのか。小学校との連携を、何を考えておられるのか。何を柏原市

に期待しておられるのか。その辺のところが意見としては出てこないか

ら、また柏原市も考えてくれるような気がするのですが。 

私は、子どものときの思い出はたくさんあります。昔は畑の中に入っ

て遊んだりもしていましたが、今はそんな時代でもないですし。そうし

たら、柏原市の公園でスポーツできるところといったら、国分の方に行

かないといけないし。どこへ連れていってあげることが、柏原市にいい
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のかなと思ったりするんです。 

小学校へ幼稚園の子が行って、給食を食べさせてもらってすごく喜ん

でいたというのも聞きます。そういう集まりを、教育委員会の方は今後

とも進めていただけるのかどうか。食べることは大事なことですけれど

も、給食以外に何かあるのかなということで、またご意見を皆さんから

集めていただいたら、できるものから対応していただけると思います。 

保育所の子が外へ出ていくといっても、それは親の範囲なんですか。

それとも、保育所がしないといけないんでしょうか。先ほどのボール遊

びではないけれども、危険が伴いますので、それは誰が……。当然、保

育所が連れていったら、保育所が責任を全部持たないといけません。 

 

西村委員 何をやるのもリスクはあるんです。要はそれをどこまで取るかですよ

ね。ゼロリスクというのはもう無理なので、そこをある程度幅を持たせ

た考え方をしないと、社会全体が何か固まってきてしまっていますよ

ね、今は。 

柏原市は、例えばこの自然とか、先生が先ほど言われた、山があって

川があってという、そういうアピールポイントが全然書いていないんで

す。この基本理念のところとか。それは、自然にあふれた柏原市ででき

る子育てというのを、一言入れていても。 

だって、保育所の数とか病院の数とかで勝負しても、他市に負けます

よね。それより、こんなにいっぱいいいものがあるじゃないですかとい

うところを、書いておけばいいんじゃないかなと思ったんですけれど

も、どうですか。 

 

中野委員 大阪市の阿倍野区にある幼稚園は、月に１回ぐらい柏原とかに来たこ

とがあると言っていたんですけれども、親も連れて、バスで遠足に行く

んですって。それで、自然の中を。 

 

 

 

      

そこに集合して、すごい坂を、みんな年少のころから行かせるらしく

て、年長になったら、「え？ こんな坂？ 道ないよ」みたいなところ

を、土踏まずをつくるとか、普段、市内だから、そういうところで自然

とたわむれる機会のない子どもたちにそれをするというのが売りらし

くて、行っているという話は聞いたことがあるんです。 

 

田中委員 八尾の恩智神社から、信貴山のどか村まで上がるとかいう、幼稚園も

あるんですよ。だから、大和川の川沿いをずっと、親子でハイキングも

いいかもしれませんし、何かそんな。こないだもマラソンがありますよ
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ね。 

 

事務局 はい。去年は教育大で。 

 

田中委員 何かそういうこともいいと思うんですけれども、月に一つぐらい。費

用は要るんですか。 

 

西委員 いろいろご意見いただいて、ずっと私たちの小さいときのことを思い

浮かべていたんですけれども、ボール遊びであったりとか、いろいろな

ことのルール決めというのは、知らないうちに、小さいときから、親か

ら、おじいちゃんおばあちゃんから、地域から、人に迷惑を掛けてはい

けないとか、ボール遊びをしていても、こういうことをしていて、もし

何かあったときは、ちゃんとお互いに謝ったりとか、そういうことで何

か自然にできていたことが、今はこれは駄目とか、ここでは何とかこう

だと決めてしまう。すごく何項目もあって、細かくこういうふうにいろ

んな課で担当していただいていて、本当にこれが充実できたらすごいこ

とだと思います。 

プラスして、今は、世代が違うからかもしれないんですけれども、親

御さんのニーズであったりとか、考え方とか、やってもらって当然とい

う、そういった親御さんの気持ちを、支援して、そういう人と関わりな

がらすごく感じることがあるんです。やってもらってありがとうではな

いんですよね。当たり前というのを、すごく感じる。若いお母さんお父

さん。 

お父さんは、パパがこんなに子どものことに、育児に関わっていらっ

しゃるのかなと思って、びっくりすることがあって、お弁当一つ食べさ

せてあげたりとか、私たちの子育て時代とは全然違ったような背景と

か、感じで進んできているなというのを、すごく感じるんですよね。 

やってもらって当然ではなくて、ありがとうという気持ちを親が示し

ていかないと、その子どもたちに引き継いでいくことはできないと思い

ます。それから、ルールを決めてどうこうというよりも、やはりみんな

で子育てをしていってあげないといけない。 

そのためには、親にああしなさいこうしなさいと言うのではなくて、

子育てに対してこんなことはどうなっているのというものを提供する

というのも、いいんじゃないかなと思ってみたり。 

何ていうんですか。子ども・子育て会議なので、子どもに対してすご

く充実した内容で、ああしてあげたい、こうしてあげたい、このニーズ
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に応えてどんなことを望んでおられるのかというのも、応えるのも一つ

なんですけれども、やはり責任を持って親に子育てをしていただきたい

というのは、本当に最近つくづく私はすごく感じます。 

幼稚園、保育所というのは、その環境に応じて選ばれるというのは家

庭の考えであって、多分、幼稚園も保育所でもすごく充実したことをし

て、先生方は頑張っていらっしゃって、親はそれに満足して、安心して

行かせていると思うんですよね。だから、それの一つ一つ、100％先生

が応えるというのは、大変じゃないかなと思う。いろいろな人の考えが

あるので、そのうちのいくつかを、子どもに対してこんなことをしてあ

げればいいのではないかなということを、幼稚園であったり保育所であ

ったり、安全面であったりとか、そういうことをきちんとしていただい

たらいいことなんじゃないかなと。 

ただ、最近つくづく感じるのは、育てていく中で、やはり何か欠けて

いるのではないかなと。一方的なことだけではなくて、みんなで子ども

を育てていかないといけない。その地域性というのが、私も地域の活動

をしている中で、感じることはあります。それをどうしたらいいんだろ

うというのは、いつも思っています。 

そんな感じで。すみませんけれども。全然関係のない話かもしれませ

んが。 

 

谷向会長 ありがとうございます。本当にそのための会議ですし、そのために、

縦割り行政ではなくて、縦割りを外して、地域も含めて、各課も横につ

ながりを持ちながら考えていきましょうというのが、この会議の本来の

趣旨なんだと私は理解しております。 

 

福岡委員 私も、その意見にはすごく賛同できるなと思います。私は保護者市民

代表として、子育てしてきた中で、学校のＰＴＡ活動にもずっと関わら

せていただいて、親の立場からしても、私自身がすごく成長させていた

だいた、いいきっかけをたくさんいただきました。それは、教育のスタ

ートの公立の幼稚園に通わせていただいて、毎日送り迎えもしないとい

けない。それを大変と思ってしまったら、大変となるんですけれども、

そうじゃなくプラスに考えると、送り迎えを毎日するからこそ、先生方

のお顔が見えて、不安なことも相談できたり、今日の体調が報告できた

りとか、１日の様子が聞けたりとか。 

ＰＴＡ活動させていただく中で、先生方の思いが分かって、子どもを

安心して預けさせていただき、先生との協力関係もすごくできていきま
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す。そんな中でいろいろなことをさせていただいて、子どもの成長を喜

びながら、親も成長させてもらった。そこで、小学校、中学校と段階を

踏んで今あるのかなと思います。 

そういう意味で、今はできるだけ関わりたくないじゃないですけれど

も、やっていただけたらありがたい。できるだけ楽な方向に考えられる

ケースが多いかななんて思うんです。でも、それは、やった方はやって

よかったなと言われるんです。だから、そのきっかけというか、その機

会は、これからもつくっていっていただきたいと思います。 

その機会がなくなってしまうと、やってよかったなと、やって自分が

成長できたなと、子どもの成長と同時に、また自分自身も成長できたな

という、そういう機会が減るのかなと思ったりするので、そういう意味

では、幼稚園からの関わりというのは大事になるのかなと思うんです。 

なので、これから幼稚園、保育所さんも変化していきますが、そうい

うところは、ぜひ残していっていただきたい一つかなと思います。 

 

谷向会長 ありがとうございます。 

 

小松副会長 何かございませんでしたら、ちょっと確認させていただいて。私は大

学から来ております。どうしても教育大ですので、教育関係のことをち

ょっとお伺いしたくなります。 

まず前提といいますか、さっきもちょっとお話に出たんですが、実は

大学でもこういうたぐいの計画を、独立行政法人に 10 年ほど前になり

まして、国立大学も実はこういうのを６年１単位で書けということにな

っています。毎年評価があります。６年後に、ちゃんとできましたかと

言われる。 

まず計画を書く段階から、文部科学省からいろいろ指導がどうもある

みたいです。そのあと全部終わってから、評価があるというふうに、今

は大学も実はこういうので計画を立てさせられています。 

どうしても大学でそういう計画とか評価に関わったような観点から、

ちょっと見ていきたくなります。教育に関わることで２点というか、３

点になるのかな、ちょっとお伺いしたいことがあって、意見も、もし可

能であれば申し上げたいのです。 

１点は、76番の特別支援教育に関わることです。これも、担当部署が

かなり関わっておられるんですが、ここに書かれたことは、ある種当た

り前と言えば当たり前です。特別支援教育を適切にやっていくために

は、実はかなりの研修なり専門性が要ると思います。それは、幼児期か
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ら既に始まって、小中高と関わっていくことだと思いますが、どういう

ふうにある種専門性を確保されていくのか。あるいは、これからそれを

どういうふうに高めていかれるのかということです。 

現状をどう評価されるのかというのは、こういう計画の前提になるは

ずなので、現状の特別支援に関わって、どういう課題があって、それに

ついてどういうふうに取り組まれていくのかというのが、特にその辺に

関わる仕事をしている者からは、とても気になる。 

それに関わってなんですが、逆に言ったら、どういう制度、どういう

お金、どういう人が、可能かどうかは別として、付けば、それが進めて

いけるのかということについて、もう少し具体的にお伺いしたいなとい

うのが１点。 

それと、先ほど福岡さんがおっしゃった、幼小中のところも、実は同

じだと思います。つまり、幼少中の連携をしますということになりまし

たら、当然そのセクションといいますか、今まで違った仕事をしていた

先生方が一緒に仕事をされて、計画を練っていかれるということになる

と思います。 

保育所があります、公立幼稚園があります、私立の幼稚園さんがあり

ますという状況で、一貫ということがどこまでできるのかというのは、

最初からやると決めたところで、既に大きい課題がある種見えているよ

うな気がします。それについて、現状はどういうふうに評価されている

のかということと、困難があるのは誰が見ても分かるわけですから、そ

れをどういうふうにこれから解決していかれるのか。 

公立の幼稚園の話が前回出ているわけですが、公立の幼稚園が非常に

園児数が少ないとなったときには、そういうふうな一貫教育というのが

できるのでしょうか。具体的にどういう形でされていかれるのでしょう

か。もう少し具体的に、現状の評価と今後ということをお伺いしたいん

ですけれども、いかがでしょうか。 

事務局 特別支援教育の充実という欄から、最初に聞いていただいたと思いま

すので。 

これは、まず、私ども子育て支援課、福祉の方としまして、現在やっ

ております健診で、健康福祉課の方から、そういう子どもさんで少し支

援が必要ではないかというので上がってきた子どもさんを、子育て支援

課の方でやっております療育教室というところへつないでおります。結

構今までその間がぶつぶつと、以前ここでも私が申し上げたと思うんで

すけれども、細切れになっていた。その子が今度は保育所に行ったり、

あるいは幼稚園に行ったりして、就学前時期の３年なりを過ごして、ま
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た今度小学校に入るときに、小学校の支援学級への入級判定等の判定会

をされている。 

だから、節目節目で会議はあるんですけれども、ずっと一貫した記録

がないということを改めたいと思いまして、今年の７月ぐらいに着手し

ました。まだ完全なものはできあがっておりませんが、とにかくその子

が義務教育を終える中学校までは、一貫して一つのカルテができるよう

な状況にしてもらいたいということには、もう既に着手しております。 

もちろん、就学前の時期におきましては、健康福祉課の保健師が関わ

るだけでなく、併せて養育支援訪問事業、ママプラスという愛称で少し

ずつですが動かしてもらっています。そちらの保育士が入りまして、先

ほどからおっしゃっている、保護者の方への支援。つまり、子どもさん

が少し発達が遅れているかなというのを、一番悩まれるのは保護者だと

思います。そういう方への支援も併せて行っていっています。 

ですから、まだまだ、これから専門的な研修等々も含めて、もっとも

っと発展させていかなければいけないと思っております。あとは、小学

校へ入られるときには、教育委員会の方で、学校の先生とか、発達支援

の専門家の方とか、保育所の所長とか、幼稚園の園長とか、学校の先生

とかが入られた、またそういう会議を持って、節目節目の会議は必要だ

と思いますけれども、１人の子どもさんに対する一貫した記録というの

を作っていこうと、取り掛かっている段階です。 

 

小松副会長 少し補足ですけれども。大学で学生を教えていますと、問題は、その

カルテが読める教員がいるかどうかなんです。つまり、小学校に入った

ときに、「この子はこういう傾向があります」となったときに、その子

に合わせて、普通の教科書ではなくてこういう教材を使いますとか、こ

ういう時間を応援しますとか、こういう先生が付きますというのを、も

う完全にオーダーメードで作らなければいけない。そのカルテを作られ

るのはとても大事なことなんですけれども、問題は、それをちゃんと読

める先生方が毎学年きちんと付かれるかどうかというのが、とても重要

なところなんです。 

その辺のことについて、現状と、これから何をされますかということ

を、教えていただきたいんです。 

 

事務局 今、ご指摘の部分ですけれども、ご承知のとおりといいますか、いわ

ゆる支援学級と、小学校とか中学校で申し上げますと、ここを担当する

教員につきましても、大学時代、学生時代に、支援教育について専門的
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に学んだという方は、割合的には非常に少ない。それは本市に限らず全

国的な状況でございます。担当した教員が本当に、自学自習と言ったら

言葉は悪いんですけれども、当然、周りの研修等の支援も含めながら勉

強して、一人ひとりのお子さんに対して、毎日を一生懸命過ごしている

というのが現状でございます。だから、小松先生がご指摘のとおり、そ

の辺の専門性の確保ということについては、われわれもずっと悩んでい

るというか、なかなか難しい課題だと考えております。 

ただ、先ほど理事の方からお話がありましたように、カルテを作ると

いうこと自体も、ようやくこういうふうに幼保の動きもあった中で連携

が取れるという部分は、非常に前向きに捉えているところです。 

それから、指導課自身で担当している予算では、なかなか研修等も受

けたい部分もあるので、今後その辺の連携も取りながら、予算を確保し

ながら、やっていかないといけないだろうと思っております。 

特に小中の対応につきましては、専門家は、子育て支援課が今お話し

たとおりなんですけれども、市内にスクールカウンセラーでありますと

か、いわゆるそういう部分の専門家にも臨床心理士を置いておりますの

で、その部分で学校は相談を掛けながら、状況によっては検査も含めな

がら対応しているのが現状ですので、これらを何か組織的につないでい

けないかなというのは、今後考えていきたいと思っております。 

 

小松副会長 すみません。幼少の連携の部分ですね。何でお伺いするかというと、

一応教員として来ていますので。 

例えば日本の教育とアメリカの教育システムは全然違います。アメリ

カは、教育についてもすごく自由なわけです。日本ほどでもない。何で

も自由だよという国なわけです。ただ、就学前のところというのは、実

はＫから 12と、よく文献には書かれています。 

Ｋというのが１年。１から 12 というのは、日本でいう小学校１年生

から高校３年生までです。そこをどういうふうに切り分けるかというの

は、行政によって、４年間、３年間、何年間みたいに、切り分け方が日

本みたいに６・３・３ではないんですが、Ｋというのが必ずその前に付

くんです。Ｋというのは、キンダーガーデンなんですね。 

それは、小学校に付設で、１年間就学前教育をするシステムが、どの

学区にもあります。ただ、アメリカは実はそのＫがものすごく貧弱なん

です。半日しか来ないとか、半年しかないとか、地域によってはそんな

ところがあるんですが。とにかく小学校の中に、そういう就学前の部分

をやるセクションがちゃんとありまして、先生方も交流しながらやって
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いる。そういうふうにしながら、徐々に小学校生活に子どもたちをつな

いでいくような仕組みが、アメリカなんかにはあります。 

別にそれをやれと言っているわけではないんですが、そこの接続とい

うのが、アメリカではとても大事にしている。公共教育として就学前の

ところをちゃんとやりますよということが、実はかなり制度として作ら

れていることがあります。 

今、日本でそれをすぐにはできないわけですけれども、そこをしっか

りオフィシャルな機関としてやっていくというのは、多分、子どもたち

が一生学び続ける一番基礎のところとしては、とても大事で。さっき福

岡さんがおっしゃったこととも、ちょっと関係があると思います。ぜひ、

そこの、幼から小学校に入る前のところを、どういうふうにつくってい

くのかということを、丁寧にやっていただけたらいいかなと思うわけで

す。 

ですので、そこのつなぎというのを、教育委員会としてどこまでどん

なふうに捉えておられるのか。それから、今からどういうことをされて

いこうとするのかということを、お伺いしたいんです。 

ちょっと長くなりましたが、大丈夫でしょうか。 

 

事務局 本課が担当している部分で、幼児支援という部分の対応が一番のメイ

ンだったという過去がございます。本市は平成 20 年に、幼稚園の教育

要領と小学校をつなぐためにということで、大学の先生のお力も借り

て、幼稚園というのは基本的に遊びの中で学ぶというところがございま

すので、それを校種を越えて理解するというのが、なかなか小学校の先

生には難しかったという中で、そこを接続するために、４歳５歳６歳で

したね、そこをつなぐための「あんじょう」というものを作らせていた

だいたという過去がございます。これにつきましては、公立幼稚園にと

どまらず、情報提供ということで、公立の保育所、それから、民間の幼

稚園・保育所さんの方にも情報提供させていただきました。 

それを深めていくところというのが、先ほど言わせていただいたよう

な、物理的な部分の中で、なかなかうまく進んでいないという認識は、

今のところ持っておりますけれども、ゼロではない。また、幼稚園の先

生方と小学校の先生方の連携というのは、以前に比べてかなり取れてい

ると思っております。 

今後につきましては、先ほどからのお話になってしまって、お答えに

ならないのかもしれませんけれども、本当に幼も含めて、就学前の教育

といかにつないでいくかというのは、これからの課題かなと思っており
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ますが、ビジョンというふうに申されますと、ちょっとその辺が、具体

例は担当の方が今はおりませんので、細かいことはお答えしかねるよう

な状況です。申し訳ございません。 

 

小松副会長 もし申し上げてよければ。アメリカの例を出したのは、別にアメリカ

式にやってくださいという意味ではございませんが、とても大事です。

それは、教育委員会の役目として、おそらく大切なことだと思いますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

事務局 ありがとうございます。 

 

田中委員 今、副会長さんがおっしゃって、私もそれは同感しています。同感し

ているとは、そのつなぎがまだまだ地についていないなと。 

例えば、保護者の方が今よく希望されているのは、懇談会をもっと開

いてくださいとか、参観日をもっとしてくださいとか。一方、お仕事を

持たれている保護者から見ると、そんなのをしたら、われわれは休んで

行かないといけないというふうな、専業主婦の方とお仕事をお持ちの方

と合わないことがあります。 

そんな中で、小学校さんに期待するのは、小学校の教室に座って、そ

して、子どもたちが椅子に座って、先生からのお話を聞く。その時間は

別に 30 分であってもいいと思うんですけれども、そういうふうなこと

を、１回よりも２回３回と、就学前の授業で、進学先の小学校でそうい

うものを実施するということは、「うちの子、よう座れへんねんな。ほ

な、ちょっと一遍、家で座る練習さそか」と。 

あるいは、その施設、幼稚園なり保育所に従事している人間が、うち

の子はお行儀いいなとか、小学校でこんな授業をしているのかな、こん

な話をしているのかなとか、ひょっとしたら、うちの子は背が低いから、

椅子に座っても足ぶらぶらだなとか、いろいろなことを思われるかもし

れない。 

だけど、小学校としてはこんなふうにしますというような、前へ動か

していかないと、全然柏原市は変わらない。他市ではしなくても柏原は

やっているというものを、やっぱり作り上げていかないといけない。 

小学校の先生方にもちょっと来ていただいたら、子どもたちは相当変

わると思うんです。そういうことを、どこかの中でやっていただくのも

いいのではないかと思います。 

幼稚園も、入園して最初は練習をしますので、そのような形を、小学
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校も前もってされていくのがいいのではないかと、こんなふうに思いま

した。ありがとうございます。 

 

西委員 申し訳ありません。 

私は、地域の幼稚園の方でいろいろお話を聞かせていただきまして、

小学校の方に、空いているクラスで、公立の幼稚園の子たちは、そこに

３学期になると何回もおじゃまして、椅子に座ってそういったのを受け

ているというのを聞き、実施されているのも知っております。小学校の

先生が幼稚園に来て、いろいろな連携を取られている姿も見ています。 

公立の幼稚園と小学校とお隣同士なので、多分そういった連携は、少

しずつお互いに歩み寄りながらされているんだと思います。プールも、

小学校に行って小学校のプールに入られています。保育所も一緒に入ら

れていますというのも聞いているし、私も見ております。 

だから、多分、小学校に行く子ども、まあ、私立にも行き、保育所に

も行き、いろいろな形で皆さん散らばっていらっしゃると思うんですけ

れども、多分地元の小学校に行かれる。 

だから、どうでしょうかね、先生。一部ではなくて、やはりいろいろ

なところにつながりを持って、柏原市の小学校に入る子どもたちを、何

かそういった機会があれば……。どういうふうに、どういうお話で、ど

うなっているのか知りません。私は分からないんですけれども。ただ、

そういったことは全部見ておりますので、田中先生が望んでいらっしゃ

ることというのはすごく分かっています。今は少しずつそういうのは進

んでいっているんですけれども、何かそういう機会があるかな。 

 

事務局 よろしいでしょうか。 

本市の取り組みとして、わくわくスタート推進事業というのをやって

おります。先ほど田中先生にもおっしゃっていただきましたけれども、

給食を食べに行く体験というお話があります。必ず給食が付いているか

どうかという部分ではないんですけれども、実際に、ある小学校にいく

つかの幼稚園からいらっしゃるお子さんに対して案内をさせていただ

いて、就学前に、これは現在は１回だけですけれども、来ていただきま

して、授業体験もしていただき、学校の雰囲気にも慣れていただきとい

うような部分。 

また保護者の方には、いわゆる就学前健診のときに、いろいろなお悩

みを聞いて、ご心配のことの確認でありますとか、そういう部分につい

ては、今のところも進んでおります。 
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ただ、先ほども申し上げましたように、１小学校に対して複数の園が

いらっしゃる。それから、大規模な幼稚園、私立の幼稚園さんがいらっ

しゃる。小学校側としましても、今頭が悩ましいのは、来ていただくに

しても担当の方が、幼稚園の先生なり保育所の先生に来ていただかない

と、なかなか受け入れられない。子どもだけ勝手に来るわけに行きませ

んし。 

あと、給食について、先ほどちょっと表現をぼやかしたのは、アレル

ギーの問題等もございまして、その辺の確認書を取ったりとかいうよう

な作業もさせていただいて、実施できるところはさせていただいていま

す。 

そういう取り組みの中で、お子さんや保護者が、小学校はどんなとこ

ろだという部分について、開かれた場所づくりというのは心掛けており

ます。今後、先ほどおっしゃっていただいたように、これ１回に限らず

の話なんですけれども、２回３回できればいいなと考えます。 

学校も今非常に、教育課程というような部分で、持たなければならな

い授業も増え、遠足なども割愛しながら授業時間を確保しているよう

な、そういう別の側面もありまして、単純に活動を増やしていくという

ことは、すぐにお約束できる状況ではありませんけれども、今いただき

ましたご意見をよく受け止めて、また今後に生かしたいと思いながら聞

いておりました。 

 

谷向先生 

 

福岡委員 

ありがとうございます。公立幼稚園のメリットとして、そういうとこ

ろもあるというのは、私も初めて知りました。 

今、給食の交流とかをせれているのは、公立の幼稚園さんだけですか。 

事務局 いえ。小学校が 10 小あるんですけれども、そのうちのいくつかがや

っておりまして、そこにいらっしゃる幼稚園、保育所、これも公立私立

にかかわらず、お話はさせていただいているんです。ただ、先ほど申し

上げました、アレルギーの対応であるとかいうことを考えますと、実際

に給食をいただくときに、万が一のことがあったときに、それこそ先ほ

どからお話が出ているように、責任の所在がどこなのかという話が出て

くる中で、小学校といたしましても、保育所なり幼稚園の責任ある先生

に、ご同伴いただかないといけないという条件も付けざるをえない状況

の中で実施しているので、すべてではないという状況です。 

 

谷向会長 私、冒頭で、乳幼児期の１年というのは、子どもにとっては本当に長

いというか、貴重な１年だと申し上げました。ビジョンを早く立てなが
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ら、早く幼小も幼保も連携を取っていくということも、望まれるのでは

ないかとお聞きしているんですけれども。 

ほかに何かご意見とかございますでしょうか。 

 

中野委員 ちょっとよろしいでしょうか。先ほど小松先生がおっしゃっていた、

特別支援教育の充実の予算的な部分で、私もあまりはっきり分からない

んですけれども、文科省の方で結構研究的に教育するという部分で、補

助金みたいなのを、使ってというふうに出していると聞いたんです。そ

ういうのをご存じです？ 

 

小松副会長 補助金ですか。 

 

中野委員 補助金で、文科省が各市に一つモデル校みたいな感じで、年間 120万

とか 200万とかを、この支援教育の方で使ってみていただいてみたいな。

多分制約とかもいろいろあるかと思うんですけれども、そういった部分

をちょっと耳にしました。 

今、私は、きっずサポートなにわというところに子どもを行かせてい

るんですけれども、そこの方から教育委員会の方にも、ちょっとお声掛

けしていただきたいという話をしていたんです。されるのは結局現場の

先生方なので、先生方もすごくお忙しいので、手を挙げられるかどうか

ちょっと分からないという、お返事をいただいたんです。 

もし、文科省的には、そういう予算を使ってほしいという感じで出し

ているのであれば、できたら、柏原市も子育てに力を入れていこうとい

うこの会議なので、お願いしたいと思うところがあるんですが。 

 

事務局 その補助金が文科省なので、私どもの方はその情報はないんですけれ

ども、障害福祉になるのか、教育委員会になるのか。 

 

事務局 よろしいですか。今お話がありました、いわゆる補助事業という表現

になったり、いわゆる研究指定校ですね。ある課題を絞って。例えば今

のお話での支援教育でありましたり、授業をどのように進めていくかと

いう教育課程というものであったり、生徒指導にかかわることであった

り、いろいろなテーマの中で文科省の方から、毎年同じものがあるわけ

ではないんですけれども、そのような案内が来る場合がございます。 

予算的な配慮というのも、10万とかいうものもあれば、今おっしゃっ

たように 100万 200万というようなものもあったり。国といたしまして
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は、そういう指定した学校が研究を進めることによって、次は全国に広

げていくという流れの中での、資金提供というような性格を持っており

ます。 

先ほどのお話にもありましたように、引き受けるとなったら、支援教

育に限らず、学校として取り組まなければいけない仕事量は、間違いな

くこれは非常に増えるんです。ただ、それにつきましては、案内が来ま

したものは各学校の判断によりますので、教育委員会といたしまして

は、すべての判断については、学校の方に参っていって、ぜひというよ

うなお話をさせてもらうんですけれども、今のお話の部分が受けられる

かどうかというのは、またそれぞれの判断によるという部分がございま

す。 

働き掛けにつきましてはさせていただきますし、案内は必ず、そうい

う部分については、学校にはお知らせさせていただいているという状況

です。 

 

中野委員 ちなみに、今までそういう事業とかは、されてこられた経験は？ 

 

事務局 支援教育にかかわって。 

 

中野委員 支援教育ではなくても、文科省の研究的な事業に関して… 

 

事務局 平成の時代に入ってから、いくつかはあると思いますけれども、近年

はちょっとないかと思っております。ここ 10 年ぐらいについては、国

のそういう指定を受けてというのはないと思います。 

 

中野委員 その専門性がすごく問われるようなところの部分ではあるかと思う

ので、それで、そういった大学から支援教育のところに配置されている

方も、学校に必ず１人いるかいないか、まだちょっとできないという状

態で、やっぱりそういうところは進めていってほしいと、保護者的には

思います。教師を公で育てていくという部分にできたら。 

本当に先生方はいろいろなことを求められていて、私が教えてもらっ

ていた先生自体も聞いていても多分すごい量だと思うんですよね、でき

たら、こういう要綱をつくっていただきたいと思います。 

 

事務局 今回、支援担当も非常に熱心でして、なにわの里さんのお名前が出ま

したけれども、いろいろご協力もいただいているという背景の中で、聞
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き及んでいる話でもあります。そこについて、学校が受けるという形に

なっています。その辺りで、われわれも今算段はしておりますけれども、

結果について責任が持てません。ご要望としては、当然、われわれの思

惑と一致しておりますので、それは、できる限りのことは極力させてい

ただきますけれども、すみません。ありがとうございます。 

 

中野委員 よろしくお願いします。すみません。ありがとうございます。 

 

谷向会長 いろいろとソフト面の方に意見が出てきたかと思いますけれども、い

かがですか。 

 

西村委員 一応この会議で一番考えないといけないのは、この第４章の、計画の

基本的な考え方というのは、チェックを入れとかないと、これは、憲法

の序文みたいなものなので、この方向性で行こうか、ということです。

この辺に関して、皆さんどうなんですか。 

特に一番初め。子どもも大人も生き生きと輝くと書いてある。なぜ「大

人」が付くのかなとか。これは、前回のそのまま？ 

 

事務局 そうですね。 

 

西村委員 基本目標も、なぜこの並びなのかなと思う。１番が幼児期の教育、保

育環境の充実。これは、ものすごく大人視点の話じゃないですか。やっ

ぱり１番に来るのは、何かな。２番の、子どもの豊かな感性を育む環境

づくり。この順番も怪しいと思う。 

この「子どもも大人も」。なぜ大人が出てくるのみたいな。「子どもの

最善の利益」はよく使われるんですけれども、これは、本当にものすご

くあいまいで、よく分からないんです。子どもの幸せを第一と言うけれ

ども、子どもの幸せは何なんだ。具体的には全然分からない。 

やっぱり子どもの成長、発育ですよね。今幸せにしなくてもいいわけ

でしょう。10 年先 20 年先に、ちゃんとした社会人になれるようにとい

うのが、この子ども権利。 

それが、子どもの未来的なことはあまり書いていないと、私には思え

たんですけれども、その辺、会長がすごく詳しいと思う。 

 

谷向会長 おっしゃるとおり、柏原市らしいというとこら辺が少し。それから、

具体的にイメージしていくというときに、なかなか物足りないという
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か。 

 

西村委員 つまり、どこの市に持っていっても、これは通用するんですよね。 

 

谷向会長 そうなんですね。 

 

西村委員 柏原市でなくても他市でもいいのではないか。ただ、一応視点２とい

うので、親の主体的な力というのは、前回入れてもらったんです。何か

もっといいことを書きません？ 

 

事務局 基本理念については、前回のを基本に作らせていただきました。 

先ほど、田中委員がおっしゃったような、自然を売りにというような

文言を、前段で入れさせていただけたらと考えております。今日のご意

見をいただきまして。柏原の売りというところを、この基本理念のとこ

ろに何か入れたいと思います。 

 

事務局 先ほど、田中委員の意見もお伺いしましたので。川であるとか山であ

るとかを活かしたような文言に、修正させていただきたいと考えていま

す。その辺の文言については、ある程度もうお任せいただいてもよろし

いですか。パブリックコメントもしますので、そこを利用して、またご

意見をいただくことも可能です。パブリックコメント終了後、またこう

いう形でということで、お示しさせていただきますので。 

 

西村委員 取りあえずこの「大人」だけ消してもらえたら。なぜここに「大人」

が出てくるんでしょうね。ここは子どもの話なのに。子どもと保護者と

いう意味ですかね。それなら分かりますが。 

 

事務局 今のご意見を受けて、この場で、こう変えた方がいいとか、そういう

のがあれば、もう今の時点でご意見を頂戴して、反映させていきたいと

思います。 

 

中野委員 そのパブリックコメントは、広報とホームページに。 

 

事務局 ホームページの方に。 

 

中野委員 そうしたら、よく保育所とかではお手紙みたいなのをいただくんです
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けれども、その部分を、各公立私立とかの小学校とかにも置かしてして

いただくということは無理ですか。案外広報とか見ない方が、親御さん

とか多いかなと思ったりもするんですけれども。 

 

谷向会長 パブリックコメントが募集されていることを、ご存じないということ

ですよね。結局、地域の皆さんが。 

 

中野委員 そうなんです。貼り出していただくだけでも、クラスでいつもチェッ

クされるような、幼稚園とかもありますから。 

 

福岡委員 やっていることは知っていても、書きにくいというか。やっぱりそこ

に書き込むには勇気が要るかなと思うので、気軽に意見が出せるという

意味では、今言われたように、お手紙でみんなに配られているものだっ

たら、一言ちょっと思いを書こうかなというので、思いが出しやすいと

いう意味では、すごくいいなと思う。 

 

事務局 今回のパブリックコメントは、かなりのボリュームになりますので、

一枚物で示して、これのご意見ということで、１枚添付ぐらいであれば

可能かなと思うんですけれども、これを皆さんに１部ずつとなると、か

なりきついかなと。ほかに、元ネタではなく、パブリックコメントを載

せていますよということで、ホームページのアドレスを載せるようなこ

とは、持ち帰って検討させていただくことができるかなと。これを丸々、

保護者の皆さんに１部ずつお渡しするのは、ちょっと数量的にかなりに

なりますので。 

 

中野委員 クラスに１枚貼っていただくとか。 

 

事務局 やっていますよという。 

 

中野委員 はい。 

西村委員 これもＰＤＦでアップできますよね。ＰＤＦファイルにして、ネット

上でもできるんですよね。 

事務局 ネット上では、そういう形にできます。 

 

西村委員 それだったら、問題ないですね。 
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事務局 スマホでも見ようと思えば、見るのは見えます。 

 

西村委員 見える。はい。 

 

事務局 ポスター的に貼るというところまでは検討させていただきます。 

 

事務局 せっかくそういうご意見をいただいていますので、基本計画の方も、

こういう柏原市のオリジナリティーを出そうじゃないかということで

あれば、反映できる範囲については、反映させていくべきだと考えてい

ますので、忌憚のないご意見をいただければと思います。 

 

西村委員 いきなりいいですか。安心・安全のまちづくり。子どもが安心してそ

の地域で生まれ育っていくために、犯罪に巻き込まれることがないよ

う。いきなり犯罪。一番のリスクは、どちらかというと事故だと思いま

す。そんなにリスクばかり強調しすぎるような文章にすると、外に出よ

う、という気にならないですよね。犯罪はそんなにありますか。この柏

原市で子どもを巻き込んだ犯罪。そんなにないでしょう。 

 

中野委員 春先は多いですね、なぜか。 

 

西村委員 どうなるんですか。 

 

中野委員 春先によく変質者が出たり。不審者情報ですね。 

 

事務局 不審者情報というのは、いきなり被害が出たということではなく、不

審者がうろついているよということは、ここ数年増えています。 

 

西村委員 ただ、それをすごく周知徹底するのが、いいことなのか悪いことなの

か。その情報を出すときによく考えた方がいいですよ。外に出たら不審

者がいると言ったら、子どもは外に出ないようになるわけです。それが、

本当に子どもの利益になるかどうか分からない。 

 

事務局 難しいです。災害の話と一緒です。 

 

西村委員 そうですね。 
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事務局 退去命令を出す方がいいのか、出さない方がいいのか。未然というこ

とが、今はもう主流になっています。今の行政の考え方というのは、ち

ょっとでも危険があれば、周知しようというような流れになっていま

す。 

 

西村委員 病気とかもそうなんです。某小学校へ行ったら、教室の前に手洗いの

消毒がみんな付いているんです。それで、みんな教室に入る前は手を洗

いなさいと。そんなことをやって何になるんだと、僕自身は思ったんで

すけれども。手洗いをやることで、実際に感染者が減るかどうかなんて、

誰も実証されていないけれども、手が荒れるのは確実なんですよね。 

何ていうか、あまりにもちょっとしたリスクを下げようと思わない方

が、社会全体としてはいい。 

 

事務局 主流はリスク回避の方に流れていますね。 

 

西村委員 だけど、例えば小学校の食物アレルギーは、今みんな怖いでしょう。

今調べているんですけれども、１歳の子で 25％は卵を食べさせていない

んですよ。すごいでしょう。今、大阪中で調べているんです。そうなん

です。みんな卵アレルギーが怖いから。なぜかというと、前に卵で死ん

だ子がいたんです。でも、卵で死んだ子は、今はここ 20 年で１人だけ

なんです。その１人を０にするために、卵をみんな食べさせていないん

です。 

すみません。専門だから語ってしまうんだけれども。 

ただ、卵を食べさせないというのが、卵アレルギーの最大のリスクな

んです。食べさせていた方がアレルギーは少ないんですよ。だから、み

んなが怖がって食べさせないから、卵アレルギーが増えて、ああいう不

幸なことがある。要するにゼロリスクを求めると、絶対ほかのリスクが

出てくるわけです。すみません。語ってしまって。病気はつくられてい

るわけです。 

同じようなことでしょう。不審者情報をばんばん流したら、多分不安

なお母さんが増えるわけです。心理的ストレスが大きい。それをよく考

えて、情報の出し方ですね。 

先生、どう思われます？ 

 

谷向会長 本当に情報の出し方は大切だと思います。 
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田中委員 ちょっとお伺いしたいんですけれども。この子育ての支援事業計画。

これは、たくさんにいろいろのデータも、そして、今後の取り組みも書

かれているんですけれども、柏原市としては、何か重点の目標とかそう

いうものは、ここには挙げる必要はないんですか。挙げることは、ちょ

っと難しいということなんでしょうか。 

 

事務局 これもベースになりますけれども、その辺は、市政運営方針とかそち

らの方で、通常は、今後この１年間、市はこっちを目指しますよという

のは、これは、子育ても土木も教育も、すべてそちらの方で表すもので、

ここのベースといいますか、ベーシックなものをつくっていく。 

 

田中委員 いやいや。ベーシック。横文字はいいんだけれども、データ作りだけ

ではなく、何かもう一歩、こんなふうなことを思っていますというのを、

ここに表すということはしないんですか。 

 

事務局 それは大丈夫です。ここで欠け落ちるものがあっては駄目なんですけ

れども、ここは厚くしますよというのが、ここに載せることは可能です。 

 

田中委員 だから、今皆さんのいろいろな意見がございましたけれども、その中

で共感できるようなものをチョイスしながら、そこはオブラートに包み

ながら、何かあってもいいのかなと。でないと、皆さんとお話しさせて

もらって、それが現れるものと、消えてしまっている分とがあるので、

本当は教育委員会に対して言いたかったことも、ここにひょっとしたら

現れるかもしれないし、土木に対する考え方もあるかもしれないし、公

園のこともあるかもしれない。 

何かそんなことを、こういうテーマが出ましたということが、ある程

度、主にこんなことが言われたということが、あってもいいのかなと思

うんですけれども。 

 

事務局 ７章の方では、そういう数字をきちっと出して、柏原市はこの辺の確

保数が必要だから、これを確保していきましょうという数値目標を立て

てやっていく取り組みになる、というふうに認識しています。具体的な

施策の展開の中の、土木等につきましては、子ども・子育て会議ではこ

ういう意見が出ました、これは市民の意見ですということで、そちらの

方にプッシュしているような、こういう意見がありましたよと、要望的

なものになってしまいます。 
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田中委員 今、土木のことをおっしゃったけれども、親子で手をつないで歩いて、

歩道があれば安心して出られるのに歩道がなければないと。これが、こ

ういう計画が出ました、今後こんなことを主にやっていこうというふう

な内容があれば、20年か 30 年かすれば、歩道が増えていく。これが何

もなかったら、増えていかない。 

 

事務局 今おっしゃっているようなお話は、おそらく総合計画。今、第４次の

ものができているんですが、柏原市の総合計画というものがございま

す。こちらは、まちづくり全部に関して書いております。 

 

田中委員 では、これも入ります？ 

 

事務局 はい。それを元にして、それの福祉に係る子育ての部分の基本計画が

これだ、という捉え方をしていただきましたら、先ほど言いましたよう

に、では、この中で来年度は主にどれを先に手を付けていくのか。優先

順位を付けてやらないと、同時にはできません。たくさんの施策があっ

て、限りある予算ですから。だから、その優先順位を付けるときの、こ

こでご意見を頂戴する。その優先順位を付けて、市として、来年度、市

長は、子ども・子育て施策については、こことここを優先的にやってい

きますという市政運営方針を表す。そういう市の流れになっております

ので、これがすべて柏原市の計画ではないです。 

 

田中委員 長期のビジョンがあると思うので。 

 

事務局 総計は 10年です。 

田中委員 歩道を造るなんて、そんなもの全然前に進まないことですけれども。 

 

事務局 すぐにはできません。 

 

田中委員 そういうふうな環境を整備してこそ、安心した子育てができるのだか

ら、そちらの方の総合計画は、それはうれしいですけれども、なかなか

見えなかったら、見える形に推し進めていくというのも、申し入れが２

回あってもいいんじゃないかなと。 

 

事務局 その総合計画の中で、今おっしゃったように、歩道を整備して、歩行



35 

者にとって安心で安全なまちづくりをしますという、仮に文言がありま

したら、それに付随するここの会議の意見として、子育て面からでも、

歩道はとても必要なものですというご意見が付随されて、後押しをす

る。行政を動かす後押しをする。 

 

田中委員 ああ、そのような形でね。 

 

事務局 はい。 

 

田中委員 そのような形で、若い方々に、柏原市という、この風光明媚なところ

に住んでもらうためには……。それというのは、大阪市内もそうですけ

れども、神戸地域は割と歩道が整備されている。だから、ああいうとこ

ろを見習って、柏原市にもそれを持ってきて、今だったら柏原市もまだ

間に合うと思うので、その辺のところを、また何か、この中の雰囲気を

表していただけたらうれしいなと思います。 

 

小松副会長 補足でちょっとご説明というか、加えていただきたいんですけれど

も。 

どういうふうに予算の優先順位が決まっていくのか。今ここで出てき

たことが参考にされるとおっしゃったんですが、そこの手順といいます

か、どういうふうに予算が付けられていくのかということについて。す

みません。最後の貴重な時間を申し訳ないんですけれども。せっかく皆

さんに見ていただいて、例えば５年たっても、何も変わっていないとな

ってしまうと、それはとても残念なので。 

これから、どんなことがこれについてなされていくのか。例えば先ほ

どの幼小中連携にしても、特別支援にしても、ただでできないことが結

構あるわけですね。それについて、一体誰がどういうふうに優先順位を

付けていかれて…… 

 

事務局 ちょっと、私、優先順位と申し上げたのが、そういうふうに取られる

のでしたらあれなんですけれども。そのときに一番必要で、かつ一番今

の財政と見合っているということが、一番なのかなと。誰が一番だと決

めるのかと、多分先生はおっしゃっていると思うんですけれども、そう

いうご意見を、市民の皆さんとか、こういう会議とか、あるいは、われ

われが今後立ち上げようと思っています、有識者の会議とか、そういう

ところでいただいて、それで、やっぱりこの中のこれが一番だよねとい
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うことになってくるかなと。 

そうなると、われわれ実務担当者の方で、実際の計画、実施計画とい

うんですけれども、そういう計画を立てまして、国からのお金はもらえ

ないのかとか、府からのお金はもらえないのかとか、そういうこともす

べて検討した上で、それを理事者に上げます。理事者の方で査定してい

ただいて、これだったらやりなさいとか、これは翌年まで少し待ってく

ださいとか。それで、年度予算というのが決まっていきます。 

 

小松副会長 今、理事者とおっしゃったのは。 

 

事務局 ごめんなさい。市長のことです。 

 

小松副会長 市長さんが、そうすると最終的には、ここで出たようなことも含めて

判断をされる。 

 

事務局 はい。市長が判断したうえで、議会の承認を得て予算化されます。 

 

小松副会長 はい。分かりました。 

  

事務局 第７章について説明させていただきます。 

 

 （事務局説明） 

 

谷向会長 母子保健のところでも、いろいろなメニューが本当にたくさん挙がっ

ておりますので、本当に多彩なというか、幅広いことを、事業をこれか

らしていただけるということだと思うんですけれども、やはり私たちが

気になるところは、どういうふうに、これらが着実に進んでいくかとい

うこと。それから、「いつか、いつか」ではなくて、子どもの１年……。

何遍も、今日３回目ですけれども。５年たったら、もう小学校へ行って

いますので。ですので、やっぱり来年はどうか、再来年はどうかという

ところを、私たち地域の市民の方に、フィードバックしていただきたい

という思いがあります。 

それから、大変立派なすてきなことをいろいろ書かれて、いろいろ語

られているように思うんですけれども、ちょっと具体的にイメージがわ

くような、わかないようなと申し上げたら、ちょっと申し訳ないんです

けれども、質の向上というのは、ここでもたびたび、私もそういうこと
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を発言させていただきましたけれども、幼児教育、幼児保育の質の向上

とは一体何を指すのかというところを、今後は現場を中心に具体的に共

有していく必要があり、それを元に、今度はまたその成果というものを

フィードバックしていただくということも、必要なのではないかと考え

たりもします。 

今年の会議はこれで終わりということになっていると思います。次

年、来年は何月ごろに。 

 

事務局 １月の後半ぐらいで考えております。今日のご意見とパブリックコメ

ントを踏まえて、最終こういう形でいきますというのをお示しさせてい

ただいて、これで製本していくというような流れになると思います。 

今日の会議で述べていただいた意見以外にも、例えばこういうことを

言えばよかったとか、何かありましたら、メール等でも結構ですし、お

電話でも結構ですので、パブリックコメントの形で出していただいても

結構です。またご意見いただいて、反映できるところについては反映さ

せていただいて、子ども・子育て支援事業計画ということで、取り込ん

でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

谷向会長 ということですので、どうぞ皆さま、この委員の皆さまも、ぜひ何か

コメントを。柏原らしさが出るような何かアイデアがありましたら、寄

せていただけたらいいんじゃないかと思います。 

 

小松副会長 会長がまとめの言葉を言われたので、私として付け加えることはない

部分があるんですが。 

会長のおっしゃった、質を確保するというのは、これも繰り返し申し

上げていますけれども、有資格者何名とか、免許のある者が何名という

だけでは済まないところがあります。それは、確実な研修であるとか、

専門性であるとか、あるいは人的な確保というのがありまして、どうし

てもそれはある程度お金が掛かってくる部分もあるかと思います。 

ここでは、いろいろこうしてほしいとか、これが大事だと思うという

意見を申し上げましたので、あとは、どういうふうにお金を確保してい

ただくか。人を確保していただくか。あるいは市民の負担を減らしてい

ただくかということについては、あとは行政の腕の見せどころという部

分もあると思います。これから、これの計画を一つでもたくさん実行で

きるように、ぜひお願いできたらと思っております。よろしくお願いい

たします。 



38 

 

谷向会長 それでは、４時を過ぎてしまいましたけれども、これで会議の方は終

了させていただきたいと思います。 

  

 

 

 

 


