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（山本地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：脱少子化～「地域で支える」子育て支援について～

日 時：平成２４年７月３１日（火）１０：００～１２：００

場 所：能代市 子ども館 会議室

【知事あいさつ】

各地域で、それぞれの問題について現場の方々の声を直接お聞きする、少人数の意見

交換会を行っている。今日は子育て支援について意見交換させていただくことになって

いるが、子どもを健やかに育てるということは地域全体の責務ではないかと思う。子育

、 、 、て支援は 市町村によって差があるが その差をどうやって埋めていくかという問題も

ある程度県がリーダーシップをとっていかなければいけないと考えている。

今日は、実際に皆さんが現場でどのようなことをなさっているか、うまくいっている

ことや壁にぶつかっていることなど、ざっくばらんに話を聞きたい。そして、県と市町

村の役割分担の中で、さらに政策に反映できるものがあれば取り入れていきたい。よろ

しくお願いしたい。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

能代市で子育てサークル活動をしている。メンバーは15人ほどで、仕事を持っている

人や双子がいる人など様々である。お母さん自身の企画をもとに活動している。

（Ｂ 氏）

子育てサークルで活動して２年目になる。家の中にいるよりも、サークル活動をした

り、市の事業に出たりするようにしている。東日本大震災後、福島から出身地である能

代に戻ってきたが、能代は子育て環境が充実していると感じている。

（Ｃ 氏）

三種町で子育てサークル活動をしているが、今年４月に活動を始めたばかりである。

他の団体の活動内容を聞いて参考にしたい。

（Ｄ 氏）

ＮＰＯ法人として活動を始めたのは平成16年からだが、その前から認可外保育園を運

営していて、それが一昨年、認可保育園となった。

ＮＰＯ法人の自主事業として、つどいの広場を開設していたが、認可保育園の開園で

やめ、そこで行っていた子育て支援事業は保育園などで継続して行っている。

（Ｅ 氏）

八峰町で愛育班活動をしている。愛育班は全国組織で、秋田県にできたのが35年前で

ある。八峰町八森地区の愛育班もできて35年になる。基本は声かけ訪問で、訪問等で得

た情報は役場の保健師に伝えたり、月１回の班員会議で情報交換をしたりしている。
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35年前は子育て支援サークルはなく、お母さんたちの交流の場もなかったので、それ

なら私たちがそれをやろうということで、お母さんたちが集まる機会に子どもの面倒を

見る活動をしている。町の子育て支援事業の際に託児や絵本の読み聞かせをするなど、

町の事業を側面から支援する活動もしている。

他市町村にも愛育班があったが、市町村合併によって運営が難しくなり、継続困難に

なっている地域もあるが、八峰町八森地区では活動を継続している。

（Ｆ 氏）

三種町で子育てサポート活動をしている 「子育てサポーター養成講座」を受けたメ。

ンバー15人ほどが集まってグループを立ち上げた。託児等の依頼があったときに時間が

合うメンバーが対応したり、読み聞かせのボランティアを行ったりしている。また、夏

休みや冬休みに学童保育の支援依頼があり、それに対応したりもしている。

【意見交換】

（知 事）

Ａさんの子育てサークルは15人のお母さんたちで組織しているそうだが、サークルに

は入りたい人が入れるのか。

（Ａ 氏）

入りたい人は随時受け付けている。決められた場所で月３回活動していて、能代市の

子育て支援センターでは、パネルで私たちの活動を紹介してくれている。仕事の都合等

で退会する人もいるが、ＯＢ、ＯＧも時々来てくれる。

（知 事）

メンバーの子どもをサークルで預かることはできるのか。

（Ａ 氏）

今のところまだそれぞれの子どもが小さく、私たちにも余裕がないのでやっていない

が、私としては、預かれるような環境であればいいと思う。

（知 事）

Ｃさんは活動を始めたばかりということだが、三種町のどの地域で活動されているの

か。

（Ｃ 氏）

山本地区で活動している。活動場所をなかなか確保できなかったが、保健センターを

借りることができた。最初に公民館を借りられないか考えたが、料金がかかり、学習会

等でなければならなかった。活動を始めたばかりで、何をやろうかという話になると、

なかなか進まない状況にある。

（Ｆ 氏）

保健センターは、申請して空いていれば借りられるが、子育て支援用に常時部屋を空

けていてもらえればいいと思う。料金を出してまでは場所を借りられない。
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（知 事）

Ａさん、Ｂさんの活動場所はどうされているのか。

（Ａ 氏）

能代市内には無料で借りられる施設があり、働く婦人の家や子育て支援センターを借

りている。

（知 事）

活動場所の確保は、市町村によって状況が異なるようだ。農村部にもいい集会施設が

あるが、遠かったり、施設の利用目的が違うため難しいことが多い。

（Ｃ 氏）

空いている施設があるので、借りられるかと思っても借りられない。気軽に借りられ

る施設が身近に欲しい。能代市は活動場所があるからいいよね、という話をお母さんた

ちでしている。

（知 事）

Ｄさんは保育園もやっていて、いろいろな経験があると思う。能代市内の保育園はど

のくらいあるのか。

（Ｄ 氏）

。 、以前４箇所あった認可外保育園は全て認可保育園になった 保育料も安くなったので

保育園を利用しやすくなったと思う。能代市は広域入所も認めていて、職場が能代市と

いう方は近くの保育園がいいということで、広域入所も多い。認可保育園になると縛り

があり、三種町からの希望者は多いが、残念ながら三種町でそれを良しとしていないと

ころがあり、ご家族の方が能代市で仕事をしたいと思っても断念せざるをえないという

ことがあると分かった。認可外でやっているときは、どこの地域から入ってきてもよか

ったが、認可保育園になると市町を通しての入所になるので、希望に添えない場合が出

てきたのは残念に思っている。

（知 事）

例えば、町の境にあれば、隣町の方が近いということがある。小中学校の義務教育の

場合は、協定を結べば隣町に行くことができる。市町村合併すれば、その辺解消される

こともあるが、Ｅさんから合併によってサービスが低下したという話があった。

（Ｅ 氏）

八峰町では行政の理解があって活動している。町の事業で子育て広場を月２回やって

いるが、そこには愛育班のメンバーが当番で２人いつでもいるという形でやっている。

八森地区でしかやっていないが、峰浜地区の方も来ている。

（知 事）

ＥさんとＦさんは長い間子育て支援に関わっているが、子育て環境の変化をどう感じ

ているか。
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（Ｅ 氏）

私たちの活動内容は変わっていない。今は核家族化しているが、お母さんたちは自由

なようでいて時間がないと感じる。基本は変わっておらず、人が恋しい、誰かとつなが

りたいという気持ちは同じだと思う。

（Ｆ 氏）

お母さんも仕事をしないと生活できない。出産してもまもなく子どもを保育園に預け

る人もいる。

（知 事）

地域的、日常的な子育ての課題を教えて欲しい。

（Ｄ 氏）

能代では現役のお母さんたちの活動がとても活発で、企画力も高くて、それぞれのサ

ークルが特色を持って活動している。そういう環境になってきてよかったと思う。自主

事業でつどいの広場を始めたときは、まだまだお母さんたちが自主的に何かをやろうと

いう雰囲気ではなかった。子育て支援に対して、行政はお金をつけてくれていると思う

ので、あとは何が変わればいいのかと思ったときに、現役のお母さんがどのくらい力を

つけていくかということが、次の世代に受け継がれていくことになるのではないかと思

った。そこであるときから、自分たちが全てやるのではなく、お母さんたちの力を引き

出す支援ができないだろうかという方向にスイッチした。なので、今のお母さんたちの

活動を見ているととてもうれしいし、誇らしく思う。お母さんたちが本当に必要として

いることを実際にやっているので、そういった活動が県内に広く伝わっていけば、刺激

されて地域が変わると思う。

秋田の人は口べたなので、コミュニケーション能力をつけていくことが１つあると思

う そこで なんとかお母さんを外に出そうという取組が 今私たちが実施している ホ。 、 、 「

ームスタート」事業である。その人にあった情報を紹介し、お母さんたちが成長してい

くことを目指すもので、お母さんが元気になれば、回りにいる人が元気になって、秋田

が元気になると思う。

（知 事）

県内の他地区の活動情報などは入ってくるか。

（Ａ 氏）

ツイッター等で情報が入る。また、県のウェブサイトのサークル紹介も見ている。

（知 事）

実際に会って情報交換をする場はあるか。

（Ｄ 氏）

能代山本では、子ども・子育て支援推進地区協議会があるので交流があるが、県レベ

ルになると、個人で情報を得ることはできても、会っての情報交換はむずかしい。

活字で見るよりは、絶対直接会った方がいい。京都のＮＰＯ法人が、子育てサークル

のリーダーを集めて、泊まりで情報交換会をやったことがある。それはすごい成果があ
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ったと聞いている。他の地域でやっている活動を自分の地域でもやってみようという気

持ちになれたり、お互いの悩みもそこで共有したりできる。一日では終わらないので、

子どもを連れての宿泊研修である。

（知 事）

市町村によって取組に温度差がある。他の情報がないとそれが普通だと思ってしまう

が、他地域との情報交換を行うと、そんなこともやっているのか、ということになる。

例えば、ある町では子育てに関する活動をする場合は簡単に施設が借りられるというこ

とになれば、自分の町では駄目とは言えない、前向きに検討するということがある。も

う１歩踏み出すためには、全体的な意識の共有が必要で、それは生のやりとりでなけれ

ば生まれてこない。

（Ｄ 氏）

その情報交換会をやりたいと言っているＮＰＯ法人が秋田にある。京都では、リーダ

、 。ーに集まってもらって 地域の課題をとにかく出してもらうということがねらいだった

それぞれ地域で行政に対する不満が出てくるが、ＮＰＯ法人の職員も行政の事情を知っ

ているので、間を取り持ってくれることで、活動しやすくなるということもあった。人

前で話をするのが苦手な人ならなおさら、宿泊しての情報交換会は向いている。全県で

ぜひ一度やりたい。

（知 事）

おもしろいと思う。情報交換をやりたいという話はよくある。だれか一人言い出す人

が必要だが、なかなか言い出せない。全県レベルだと、県の音頭とりが必要か。

（Ｃ 氏）

月１回保健センターを借りている。ちょうど昨日５、６人集まり、コースターをつく

ったが、物をつくりながらだと話が盛り上がる。そのときに、動物園などに遠出したい

という話が出たが、実際行くとしたらどうしようかという話になった。バスがあったら

、 、 。いいという話が出たが どこで借りたらいいのか分からないので 話はそこで終わった

具体的に何をしたらいいのか分からず、手探りの状態である。

（知 事）

行政に相談するとすれば、どこに相談しているか。

（Ｃ 氏）

正直誰に相談していいか分からない。

（Ｅ 氏）

子育て支援であれば、役場の保健師さんや担当がいると思うので、そちらに相談して

みてはどうか。Ｃさんのサークルがあるということを役場では知っているのか。

（Ｃ 氏）

子育て支援センターの方に、サークルになると活動しやすいと言われて、サークルの

体裁を整えた。それで、サークルでイベントをできればいいと思っている。保健センタ
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ーでも、サークルでやっているのを分かっているので、場所は借りやすくなった。

（知 事）

能代市では、サークルの登録制度があるのか。

（Ａ 氏）

登録制度がある。登録しないと無料で施設を利用できない。ライバルのサークルがた

くさんあって、でもみんな仲が良く、お互いに協力して企画を立てている。遠くに出か

けたいなど話があったら、まずやってみたらいいと思う。失敗したらまた考え直せばい

いし、子どもが小さいからと諦めたりしないで、やれることからやってみて、また次の

ステップを踏めばいい。私たちのサークルでは、鉄道を利用していた。リゾートしらか

みだとボックス席が利用できる。お母さんの中には会計が得意なお母さんや保険に詳し

、 。 。いお母さんがいて 協力し合ってやっている 行政にもバックアップしてもらっている

（Ｆ 氏）

県外から県内に来たお嫁さんは地元に何があるか知らないまま生活しているので、保

育園のバスを利用して、公共施設等も含め地域を知る遠足をしたこともある。

（知 事）

今、いじめが大きな問題になっている。いじめが陰湿化し、実態がつかみにくい。中

学校でのいじめは、中学校で始まったものではなく、小学校の頃からの話ではないか。

保育所・幼稚園の段階から、何かできないものか。そのあたりの話を聞かせて欲しい。

（Ｂ 氏）

子どもたちは集団で遊びたがる。近所の子どもたちが遊んでいる声が聞こえると、外

に出て行って遊ぶが、子どもを遊ばせっぱなしにしている家があったり、何度か顔を出

す家があったり様々である。子どもたちが遊んでいる様子を見ると、集団の中で、自分

の子どもがどういう立場か分かってくる。

（Ｅ 氏）

子どもたちが遊んでいるのをよく見るが、遊びについていけない子がいる 「来るな」。

と言われる子もいて、それが小学校、中学校のいじめにつながるのかなと思うことがあ

る。

（Ｂ 氏）

そういう場に親がいて、それは駄目だと声をかけていければいいと思う。

（Ｄ 氏）

基本的に家庭の教育だと思う。小学校の中高学年にかけて発生するいじめの１つの原

因は、うらやましさがある。決して陰日向にいる子だけがいじめられるわけではない。

命に関わることが多すぎるが、それも家庭で命の教育をきちんとやっていかなければい

けないと思う。その子たちが小学生、中学生になったときにその教育が活かされていく

のではないか。
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（Ｅ 氏）

子どもたちを同じレベルで扱わなければいけないので、例えば学芸会でも、主役が何

人も入れ替わる。そうしなければ親も子も満足しないという状況にある。

（知 事）

最近の価値観は平準化していて、多様な能力が認められない。多様化と言いながら規

格化されてきた。そして、学校と実社会のギャップが大きくなってきた。模範例が全て

になると、他が排除される風潮がある。

（Ｄ 氏）

小さい頃から、それぞれが認められる社会になればいいと思う。近所で年齢の違う子

どもたちの集まりが今はできにくい。

（Ａ 氏）

、 。 。長男に 近所の子どもたちの面倒を見させている 昔は上の子について遊びを覚えた

やっていいことと悪いことを長男にも覚えさせている。そうやってみんなで見守ってい

けたらいいと思う。

（Ｂ 氏）

地域と関わり合って育っていけば、県外に出たとしてもまた県内に戻ってくるのでは

ないか。ふるさとを好きになってもらう子育てができればいいと思う。

（知 事）

いろいろな話を聞かせてもらった。泊まりがけの情報交換会の話はおもしろい。検討

してみたい。県としてやるとすれば全県レベルのものになるが、その中に行政職員も一

緒に入って、情報を活用させてもらいたい。子育てサークル等の情報を聞きながら、市

町村とともに、どんな支援が望ましいか考えていきたい。

（終了）


