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平成 25年度 第２回伊賀市少子化対策推進員会議事概要 

 

会議名 ：第２回伊賀市少子化対策推進委員会 

開催日 ：平成 25年 10月７日（月） 13:30～16:00 

開催場所：ハイトピア伊賀 ４階多目的室 

 

出席委員：嶋澤委員、八尾委員、平井委員、高島委員、福田委員、峯委員、川島委員 

宮本委員、清水委員、安岡委員、窪田委員、坂下委員、宮田委員、小丸委員、 

松尾委員、中島委員、中西委員（合計 17名）※１名遅れて出席 

 

１ 開会 

 

▲司会  皆様、こんにちは。ご案内をさせていただきました定刻時間になりました

ので、ただいまから平成 25年度第２回伊賀市少子化対策推進委員会を開催さ

せていただきます。私、本委員会を担当させていただきます、こども家庭課

の清水と申します。 

  この委員会は、伊賀市情報公開条例に基づきまして、会議の公開をさせて

いただきます。審議会等会議の公開に関する要綱第８条に基づく議事概要作

成のため録音をさせていただくこと、また、今後の計画作成のためコンサル

タント業者の同席についてご了承賜りたいと存じます。 

  本日の会議ですが、委員数 18 名のうち、現段階で 16 名の委員の皆様がご

出席をしていただいておりますので、会議は成立しておりますことをご報告

申し上げます。 

  それでは、まず山下健康福祉部長からご挨拶を申し上げます。 

 

山下部長 （あいさつ） 

 

▲司会  続きまして、昨年８月に制定された子ども・子育て支援の法律第 77条第１

項に基づき、本年の伊賀市６月議会において、伊賀市少子化対策推進委員会

条例の一部改正を行いました。さらなる子ども・子育て支援に関する施策の

充実・推進のため、新たに幼稚園関係の委員３名に加わっていただきたく条

例改正が可決されました。本日ご就任いただいておりますので、ご紹介させ

ていただきます。 

  第２号委員として白鳳幼稚園から坂下充信様、白鳳幼稚園保護者会から宮

田美保様、桃青の丘幼稚園ＰＴＡから小丸友美様、以上３名のご紹介をさせ

ていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 
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※事務局 （資料の確認） 

  それでは、条例第６条の規定により本委員会の会議は委員長が議長となっ

ておりので、議事進行を中西委員長よろしくお願いします。 

 

２ 委員長あいさつ 

■議長  中西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。伊賀市というところ

は外からも注目されており、伝統的な文化がたくさんあります。外へ働きに

行く人もたくさんいます。先日東京の国立市から知人が三重県に遊びに来た

のですが、三重県なら伊勢と伊賀に行きたいと言ったので案内をしました。

そのように伊賀市は知名度もあるし、来ていただいた方に満足してもらえる

食べ物や、焼き物、まちなみなどがあります。また、知人を案内していた際、

伊賀市で子どもたちが下校のため歩いている様子を見て、ちゃんと歩いてい

る、いいね、という言葉が彼女から出てきました。伊勢市では観光客が多く

て住んでいる人の生活はわかりませんでした。そのように伊賀市が褒められ

たことが、なんとなく私も誇らしい気持ちになり、伊賀市にありがとうと思

いました。 

 

３ 議題 

（１）子ども・子育て支援新制度について 

※事務局 （資料２に基づいて、子ども・子育て支援新制度について説明） 

 

■議長  資料２の 24ページの必須記載事項２つめの「各年度における幼児期の学校

教育・保育の量の見込み、実施しようとする幼児期の学校教育・保育の提供

体制の確保の内容及びその実施時期」というのはどういう意味か教えてもら

えませんか。 

 

※事務局  幼稚園や保育所などでの子どもの育成支援事業の量の見込みについて、ど

のように確保するのかを示すものであり、伊賀市における見込み量を把握し、

そのサービスをどのように確保し、いつ頃確保するかの時期の見通しを必ず

記載しなければいけない、という意味になります。 

 

■議長  今の時代、お母さんも仕事を持つ時代であり、専業主婦になると思ってい

る若い女性は少なくなっています。そういう時代における子育て支援を考え

ていかなければいけないのが行政の役割ではないでしょうか。例えば会社で

保育機能を持っている事業所が伊賀市でどれだけあるのでしょうか。かなり

少ないと思います。今回の計画では、そういったことも踏まえ、会社で支援
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してくれて仕事ができるお母さんだけではなく、それ以外のお母さんも仕事

ができる環境を作っていくことにあるのではないでしょうか。そういったこ

とを子育ての新制度の中できちんと押さえていくべきではないでしょうか。

子育て支援というのは、子どもが住んでいるところを自慢できるということ

が大事であり、子どもが住んでいるところを自慢でき、満足できるようにな

ったら大成功だと思います。そういう教育ができないかなと考えます。そう

いったエッセンスを計画に組み込んでもらえればうれしいです。 

 

※事務局  企業内保育施設は、伊賀管内で８ヶ所あります。どういう保育をしている

かは市の方では把握していませんが、今後アンケート調査を実施し把握する

予定となっています。 

  計画に掲載する内容については、資料６－３のアンケート調査票の１ペー

ジに整理したものが図示して掲載してあります。幼稚園や保育所などの幼児

期の教育・保育と、一時預かりや学童保育、子育て支援センターなどの地域

の子育て支援事業について、今後５年間の利用人数等の見込みをニーズ調査

から立て、あわせてそのための確保の内容と実践時期を定めることが計画の

内容となっており、計画に基づいて保育サービスや子育て支援事業を整備・

充実していくことになります。 

 

委員  子育て支援と聞くと、イメージとしては高校生までを含むように思うので

すが、今回は保・幼・小までなのでしょうか。 

 

※事務局  国の子ども・子育て支援事業計画のイメージでは、未就学児童及び放課後

児童クラブがイメージとなっています。しかし、伊賀市においては、現在あ

る次世代育成支援計画のうち必要な部分を入れて考えていきたいと思ってい

ますが、まだ構想の段階ですので、国や県、他市町村の動向も見ながらご協

議させていただきたいと思います。 

 

■議長  子育て支援について義務教育以前となると、主に幼稚園、保育所、認定こ

ども園の３つになるわけですが、そのどこに預けることができるかは親の就

労状況次第になります。認定こども園はどっちつかずでよくわからないもの

になってしまっているのですが、幼稚園と保育所について、まずお母さんが

仕事をしていなければ保育所には預けられません。また、幼稚園について、

私立では保育所のように延長もしているところがありますが、公立では預か

ってくれる時間が短く、親としては私立に預けたいと考えるようになるので

はないでしょうか。そのように、地域として子育てを考えたときに何にする
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のがいいのかを考えることが大切です。地域における子育て支援を、時間で

区切ったり、親の働き方で区切ったりするのは何か納得できないのが正直な

ところです。時代の変化とともに、20 年前の親の生活スタイルと今の親の生

活スタイルは全然違うので、そういったことも踏まえながら子育てに関して

議題にしていかないといけないと思います。おそらく伊賀市の就学前の教

育・保育に関わる先生方は幼・保両方の資格を持っている人が多いのではな

いでしょうか。持っていないとしても講習を受ければ資格を取れますので、

伊賀市では時間や親の働き方だけで区切らない考え方でやっていく、という

ことを前に打ち出せればそれは大変強いアピールになります。決まった形に

こだわるのではなく、伊賀式の幼稚園、伊賀式の保育所でも構わないと思い

ますので、広い視点で子育てを考えていってほしいです。 

 

※事務局  認定こども園は親が働いているいないに関わらず教育・保育を一体的に行

うものですが、三重県では５園あるだけであり、近くにもありませんので、

伊賀市としては、国の子ども・子育て会議や子ども・子育て会議の基準検討

部会での議論内容も踏まえて検討していきます。 

 

委員  今回ニーズを聞いた結果、仮に保育ニーズが高いとなったときには、その

ニーズに合わせた子育て支援事業の事業メニューや量に変えていくというこ

となのでしょうか。 

 

※事務局  ニーズ調査を実施しますので、その結果は重視したいと思いますが、ただ

現実的な問題もありますので、そのあたりは十分考慮していかなければいけ

ないだろうと考えています。それについても、この少子化対策推進委員会で

検討していただければと思います。 

 

■議長  認定こども園について、伊賀市としてはどのようにお考えになっているの

でしょうか。 

 

※事務局  認定こども園については、近くに実施している施設もございませんし、も

う少し状況をみていきたいと考えています。 

 

■議長  教えていただきたいのですが、伊賀市では、両親ともに働いていている世

帯と、両親の一方だけが働いている世帯ではどちらの方が多いのでしょうか。 

 

※事務局  保育所への入所条件は両親ともに働いていることであり、伊賀市では幼稚
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園は公立・私立あわせて３園ですので、両親ともに働いている世帯の方が多

くなっています。 

 

■議長  私立の幼稚園では時間の延長をしていたり、ピアノやバレエ、ダンス、英

会話などをしていたり、幼稚園の中でいろいろ取り組んでいる。行政として

そういった取り組み内容をどのように把握しているのでしょうか。また、幼

稚園、保育所、公立、私立がどのような役割になっているのか、保護者がど

こへ行けばわかるのでしょうか。 

 

■議長  子育てを考えていく上で、伊賀市に住んでいることを誇りに思えるように

することが大事であり、先生自身にもそういう思いがあれば子どももそうな

っていくのではないでしょうか。そういう地域を誇りに思えるかを再確認し

ていくことを計画のどこかに入れておいてもらいたい。 

 

（２）伊賀市子ども・子育て支援事業計画について 

※事務局 （資料３、４、５に基づき伊賀市子ども・子育て支援事業計画について説明） 

 資料５の５ページにおいて、各年の基準日が４月１日となっていますが、３

月 31 日に訂正してください。なお、平成 25 年度については見込みの数値と

なっています。 

 

■議長  資料５の 10 ページで地域子育て支援センターの数値が平成 24 年度で増え

ているのはどうしてでしょうか。 

 

※事務局  ハイトピア伊賀に子育て包括支援センターが設置されたことにより利用が

増加しています。 

 

委員  資料３の２ページに、「本市の課題に即した新たなる計画を策定」とありま

すが、伊賀市の子育て支援の課題は何なのでしょうか。 

 

※事務局  代表的なものとしては、待機児童が一部で生じていることと、放課後児童

クラブについても、すべての小学校区に設置するという目標にはまだ到達し

ていません。保護者の希望や地理的、立地的な条件を踏まえながら、より環

境整備を進めていかなければいけないことが課題となっています。 

 

委員  高齢化や少子化もあり、このままでは伊賀市の将来は明るくないので、何

とか食い止める方法を考えていかなければいけません。大きな問題ですので、
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ぜひ全市的に検討を進めていっていただきたいという希望があります。 

 

※事務局  こども家庭課としましては、次世代育成支援行動計画の計画内容をバラン

スよく進めていくとともに、今回の子ども・子育て支援事業計画を、本市の

課題に即して推進していくことが、その解決に繋がっていくと考えています。 

 

委員  放課後児童クラブでの取り組みについては、小学校にいった後の時間にお

ける子育てとして大変重要であり、子どもをどう育てていくかということを

しっかり考えていかなければいけないと思います。ですので、放課後児童ク

ラブが何ヶ所できました、で満足するのではなく、放課後児童クラブでの取

り組みの中身について伊賀市独特のものを取り入れていってもらえたらと思

います。予算的な制約があるのは重々承知していますが、子どもが大きく育

つ大切な時期ですので、ぜひ考えていってもらえればと思います。 

 

委員  私立の幼稚園が２園あるとのことですが、どこにあるのでしょうか。 

 

※事務局  白鳳幼稚園と青山よさみ幼稚園の２園になります。 

 

■議長  昔から日本では、子育てにあたって近所の人が目を行き届かせていくこと

が習慣的になっており、近所の中で全く知らないということはありませんで

した。近年ではそういった子育て環境は少なくなってきていますが、この地

域では当たり前のように残っているのではないでしょうか。そういう意味で

は、子育て支援について考えやすい土壌はあると思います。 

 

■議長  「子どもが輝く」ためには、親も輝かなければなりません。そのためにも、

今回の計画の中には親が輝くための支援方策も組み込んでいただきたいと考

えます。そのためには、極端に言えばお母さんが輝けるようにしていくこと

になるのですが、お母さんをある程度子育てから自由にして、仕事や趣味の

時間がもてるようにし、子どものための時間と自分の時間を並行していける

ようにすることが大切になってきます。 

 

■議長  就学前の保・幼からはじまり、小・中まで繋がる、ある意味一貫教育のよ

うな視点で、伊賀で生まれた子は伊賀で育てていく、そして、伊賀で育った

子は伊賀に誇りを持ち、他のところで伊賀の良さをしゃべれるようにしてい

く、そういった子育ての方向性があれば一番いいのではないでしょうか。 

■副委員長  放課後児童クラブの状況について市はどの程度認識されているのでしょう
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か。私の妻が、民生委員をしている関係で頼まれて放課後児童クラブにもい

っているのですが、その話を聞くとこれで本当に学童保育といえるのかと感

じます。例えば、妻がいっている「放課後児童クラブふたば」では、放課後

児童クラブで預かっている子と一般の子が同じところで遊ぶことになるため、

フェンスを作って一緒にならないようにはしていますが、子どもは友だちが

いればフェンスの外へ出ていってしまいます。怪我をしてはいけないので妻

は追いかけて走り回っていますが、子どもは関係なく遊んでしまうのが現状

です。また、ある時には、妻が腰を押さえて帰ってきたので話を聞くと子ど

もに蹴飛ばされたそうで、実際に保険もおりた怪我でした。すべてのところ

が同じだとは思いませんが、とりあえず放課後児童クラブを作りさえすれば

親の支援になるということではないのではないでしょうか。学童保育の本質

はどういうことなのか改めてお聞かせいただければと思います。 

 

※事務局  放課後児童クラブについては、社会事業協会とシルバー人材センターの２

団体に指定管理者として委託をする形で実施しており、その運営内容につい

ても含めて指定管理者にお願いしています。今お聞きした件につきましては、

指導員からも話は聞かせてもらっています。そういった状況も確認しながら、

指導員と教育委員会、指定管理を頼んでいる２団体と連携を取りつつ、どの

ように子どもを育てていったらいいかを考えていっているところです。 

 

■副委員長  今の話ではよくわからないのですが、具体的にあったことを問題だといっ

ているのではなく、そういう状況だということをどれだけ認識しているかが

問題だと思います。預かっている子どもが近所の顔見知りの子どもばかりだ

ったらいいのですが、親が車で送り迎えしてきている子どももいます。また、

指導員の担当シフトも急に変わって頼まれることも多く、学校が臨時休校の

際なども急に朝から開けてほしいと頼まれたりします。そういった点を安易

に考えていないでしょうか。行政として、放課後児童クラブを作って指定管

理者に頼みましたで任せるのではなく、もうちょっと目を配ってやらないと

いけないのではないでしょうか。委員の皆さんも、放課後児童クラブの実状

をどれだけ知っていましたでしょうか。放課後児童クラブへ来て勉強をして

いる子もいれば、遊んでばかりの子もいます。妻は、バケツでの米の栽培や

綿の栽培など、いろいろと指導内容を変えてやっていますが、他の放課後児

童クラブがどんなことをしているのか情報はまったく入ってこないです。一

度何らかの方法で、それぞれの放課後児童クラブでの取り組み内容を発表し

てもらうのもいいかなと思います。一番大事な時期の子どもをいかに育てて

いくかについて、行政としてもうちょっと確認をしていってもらいたいです。 
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※事務局  それぞれの放課後児童クラブの指導員が寄っていただく機会もありますの

で、生の声も聞かせてもらいたいと思います。 

 

■議長  最近では、学童保育は大変頼りにされてきていますのでぜひよろしくお願

いします。私自身が子どもの頃は鍵っ子だったので、そのありがたみはよく

わかります。現状では問題点も出てくるかもしれませんが、一つひとつの経

験を加算していければ、将来充実いくことでしょう。 

 

委員  子どもの医療費の補助について、伊賀市では６歳だったか、小学校６年生

までだったかが無料だと思いますが、亀山市では中学生まで無料だと聞いた

ことがあります。伊賀市もそうなってほしいなというのが率直な思いです。 

 

※事務局  福祉医療の関係だと思いますが、伊賀市では小学校６年生まで医療費を無

料にしています。中学生までの医療費無料化の要望はこれまでにもお聞きし

ていますが、財源負担の問題もあり、現状では中学生まで対象とはなってい

ません。 

 

（３）ニーズ調査について 

※事務局 （資料６－１、６－２、６－３、６－４に基づいてニーズ調査について説明） 

 

■議長  すでに取り組んでいる子育て支援事業の内容について、どのように市民へ

周知しているのでしょうか。情報発信をどのようにやっているのでしょうか。

先輩ママから教えてもらえる人もいると思いますが、誰にも教えてもらえな

くて知らないままになってしまうことはないでしょうか。 

 

※事務局  出産時にパンフレットをお渡ししたり、市のホームページで紹介したりし

ています。各子育て支援センターでも資料を配付させていただいたりしてい

ます。 

 

■議長  今の若い人たちは活字で情報をもらっても捨ててしまったりすることもあ

るのではないでしょうか。電話一本して声をかけるなど、手間はかかります

がそういったことも大切かなと思います。ある程度の人は今のままで大丈夫

だと思いますが、情報に欠けた人などにも配慮いただけるとありがたいです。 

委員  産後３ヶ月で赤ちゃん訪問をしていただいている際に、そういった資料は

配付していただいていると思います。 

 



9 

■議長  それでは安心ですね。 

 

委員  就学前児童用のニーズ調査の 10 ページ、問 20 で、利用したい施設や子育

て支援サービスを聞いており、そのなかの一つとして認定こども園が挙がっ

ていますが、可能ならば、認定こども園について利用したいかどうかを聞く

設問を加えてもらうことはできないでしょうか。幼稚園がある地区もありま

すが、幼稚園を選択できない地区もありますので、幼稚園機能も併せ持つ施

設としての認定こども園の利用希望をお聞きできればと考えます。 

 

※事務局  認定こども園の利用意向だけを独立させてお聞きするということでしょう

か。 

 

委員  はい、できればお聞きできないでしょうか。認定こども園そのものが全体

的にあまり知られていないかと思います。そういった施設があれば将来利用

したいか聞いてもらえればと考えます。 

 

※事務局  そうなりますと、問 20に挙げた他の事業も同じようにしなければいけない

かなと思います。調査全体の分量やバランスも考えるとちょっと難しいかな

と思いますがよろしいでしょうか。 

 

委員  はい、わかりました。 

 

委員  就学前児童用の保護者を対象に 2,500人を無作為で選ぶということですが、

そもそも保育所に行っている数と幼稚園に行っている数の差がある中で、そ

の割合とかは確保される様にして配られるのでしょうか。 

 

※事務局  きょうだいがいる保護者もいますので、まったくの無作為ということでは

できないと考えていますが、対象が 4,500 人ほどになり、そのうちの 2,500

人ですので、約半数以上の方に回答いただくことになるので、幼稚園に通っ

ている方もかなりの方に回答いただけるのではないかと考えています。 

 

委員  なぜ気になったかというと、私が伊賀市に移り住んできたときに幼稚園の

少なさにびっくりしました。上野では保育所に入れるものだ、と聞かされま

した。私のところは幼稚園に入れさせてもらっているのですが、上野以外の

伊賀市内へ引っ越しをした友だちと話をしていたら、そこでは保育所と決ま

っているということで保育所へ入れていました。一方で、今幼稚園に通わせ
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ていても両親とも働かなくてやっていけるとは限らず、子どもを育てる時期

として今しかないからあえて幼稚園に通わせ、その分子どもが寝た夜間に仕

事をしている人もいます。そのように、それでも幼稚園を選んで来ている人

の気持ちが見えてこないかなと思いました。なので、今の保育所と幼稚園に

通っている子どもの割合が 80％と 20％ということなので、その割合は守られ

るくらいの数が確保されないかなと思います。 

 

※事務局  そういったご意見があったということは承らせていただきました。ただ、

対象者を抽出する元のデータに幼稚園に通っているなどの情報が入っていま

せんので、技術的にみて難しいかと思います。 

 

委員  このまま調査をとって、仮に幼稚園へ通わせたいという意見が少なかった

ら幼稚園の定員などが減っていくのかと考えると、それでも幼稚園がいいと

思う保護者の思いがいく場所がなくなってしまうのかなと思いました。もし

結果的に一緒になるとしても、幼稚園的なものも残したところを作っていた

だけたらと思います。 

 

■議長  幼稚園的なものとはどういうことでしょうか。 

 

委員  保育に欠けるものとしてお願いする子育てではなく、教育として先生にお

願いすることというイメージなのです。 

 

委員  保育所と幼稚園は同じじゃないという意味だと思います。 

 

委員  幼稚園では、親の自分の時間を大切にするということで自主的なサークル

を作ったりしているのですが、保育所ではそもそもそういったものはできま

せん。今後、認定こども園になっていった場合において、伊賀市では保育所

の希望が多いので従来の保育所的なものにしていきますとなってしまうと、

幼稚園に入れたかった人の行き場所がなくなりますので、保育所的なものだ

けになるのではなく、幼稚園的な面も考えていってもらえればと思います。 

 

委員  私も委員と同じであえて幼稚園に入れた側なので、おっしゃっていること

はよくわかります。 

 

委員  なぜ、幼稚園と保育所を極端なものとして分けるのかがよくわかりません。

同じ伊賀市の５歳児、６歳児であり、幼稚園でやっていることも見せてもら
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いましたが、保育所でやっていることと何ら代わりはなかったかと思います。

保育時間の長い短いは親の就労状況によるだけであり、あまり分けて考えな

い方がいいのではないでしょうか。 

 

委員  そのお考えには賛成です。先日京都に視察に行ったのですが、そこでは公

立も私立も一緒のフロアに入っていて、先生たちの講習会もいっしょにして

いるそうです。今後は保育所、幼稚園それぞれではなく、先生たちは同じよ

うに勉強し合っていってもらって、相乗効果を上げていってもらえればと思

います。 

  ただ、さきほど委員が言っていたのはそういういったことではなく、それ

ぞれの親が自由に選べる様な選択肢を残しておいてほしいということだと思

います。これじゃないといけない、と決められてしまうと選べなくなってし

まいます。私は、子どもといっしょの時間をたくさん持ちたいと思ってわざ

わざ幼稚園を選びました。仕事を持ちながらもそのように考える人もいるん

だ、どちらかだけということではないんだ、ということを覚えておいてもら

えればと思います。 

 

 

 

委員  小学生は全数、就学前児童はランダムに発送ということですが、前にも同

様の調査をしていたようですが、回収率はどれくらいを想定しているのでし

ょうか。 

 

※事務局  前回の調査では 50％ほどでした。 

 

■副委員長  これだけのボリュームで答えてもらえるだろうか。 

 

※事務局  ボリュームだけでみますと、前回は保育所のあり方も聞いていたため、前

回の方がボリュームは多くなっています。ただし、前回は保育所や幼稚園に

お願いして配布していただき、郵送で回収する方法をとっていました。今回

は郵送で送って郵送で回収する方法となっています。そのことにより回収率

が低くなるといけませんので、お礼兼督促のはがきを出すことにし、少しで

も回収率を上げたいと考えています。 

■議長  ちなみに、事務局としては今回のアンケートを何分くらいで答えてもらえ

ると思っていますか。 
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※事務局  自分で回答した場合ですが、内容は理解した上ですので早いかとは思いま

すが、25～30分くらいでした。 

 

■議長  若いお母さんにとって活字をみながら 30分間やってもらうことがどういう

ことかご理解いただけていますでしょうか。目を離せない小さな子どもがい

るお母さんでは子どもが寝てからになりますので、そのことを考えるとボリ

ュームが多すぎるかなと思います。ぱっとみて記入してもらえる方がいいの

ではないでしょうか。 

 

委員  いろんな意見があるかと思いますが、個人的にはとにかくやってみたらい

いのではないかと思います。回収率についてもやってみないとわかりません

のでやってみたらいいのではないでしょうか。 

 

委員  市でいろいろなアンケートを実施されていますが、それらではどれくらい

の回収率なのでしょうか。 

 

※事務局  以前には回収率が 80％を超えたアンケートもありました。ただし、答えて

いただく方の好きな分野かどうかも影響があります。回収率がよかったアン

ケートの設問数が少なかったかというとそうとも限りません。 

 

※事務局  ちなみに、前回の次世代のアンケートでは 19 ページで設問は 68 問ありま

した。 

 

■議長  若い人たちは文字だけのものだとそもそも開けてくれないかもしれません。

母親として大事な内容ですので答えてくれるとは思いますが、回収率は気に

なります。 

 

※事務局  ボリュームにつきましては、最後にあります「子育て全般についておたず

ねします」の部分は次世代の調査内容を挙げたものですので、精査できない

か検討させていただきます。 

 

４ その他 

※事務局  アンケート調査およびその他の内容につきまして、ご質問等がありました

ら、10 月９日（水）までに、こども家庭課までご連絡ください。国のイメー

ジから変えられないものもありますが、反映できるものについては反映させ

ていただきたいと思います。 
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５ 閉会 

■議長  他になければこれで終わらせていただきます。 

 

▲司会  長時間にわたりご議論をいただき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。本日はありがとうございました。 


