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◆巻頭言～幼児教育・保育の無償化の問題点 

  決算特別委員会において、 

第二分科会委員長報告する 

三宅やすし 

 10/1から消費税増税と合わせて｢幼児教育・保育の無償化｣

がスタートしました。これに伴い北上市も関連条例の改正を

行い対応しました。（２頁参照） 

 報道などでも、その意義や課題について様々な事が言われ

ていますが、簡単に整理してみます。 

 まず、意義としては「3～5歳は全員無償、0～2歳は住民税

非課税世帯のみ無償」という制度の主たる内容は評価できる

と思います。しかしながら、大きく次の３点が課題として挙

げられています。 

 １点目は、｢待機児童が増加する｣という点です。延長保育

も無償、認可外保育所も、ある基準額までは無償になります

ので、預ける親が増えると予想される為です。これについて

は小規模保育所の増加や、保育所の定員増などで対応するよ

うですが、そうすると次の問題が発生しかねません。 

 ２点目は、人手不足による「保育の質の低下」と、その事

による「子どもの発達の悪化」が懸念されています。無償化

以前から保育士不足で、保育士の子どもですら預けられない 

という状況であり、これが更に悪化していく事が予想されて

います。足りない保育士では、子ども達へ目が行き届かなく

なり、子どもの成長にも影響を及ぼす事になると予想されて

います。これについて、国は対応策を具体的に示していない

ようです。市民と議会をつなぐ会では、保育士養成にも補助

制度などを設けるべきだ、との意見もありました。北上市で

は、介護職員希望者へ市内専門学校在学中に学費補助金を支

給し、市内の介護施設に就職した場合、返還不要という制度

があります。これと同様な制度を保育士志望者に対しても設

けて欲しい。という事です。 

 ３点目は、「副食費負担が増える場合がある」という点で

す。世帯収入や施設により大きく異なりますが、保育料に副

食費が含まれている場合、保育料は無償になるものの、副食

費は別に徴収されます。世帯収入が低い家庭は、全て無償で

あったものが、かえって負担が増える場合も生じます。そこ

で北上市では、その様な事態にならないような独自補助を実

施しますが、第２子からは、多少負担増となる場合もあるよ

うです。（事例は２頁参照） 

 これは、今後、見直しや補完が必要な制度なのです。 

三宅やすし 
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 三宅やすしは、委員長を務める教育民生常任委員会への付託案件が多かった

為、一般質問を行いませんでした。付託された条例の一部を紹介します。 

第244回9月通常会議 

 国が定めた10/1からの、幼児教育・保育の無償化(詳細は１頁)に

関連した条例は、「北上市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営の基準条例」「北上市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担額条例」の２本です。 

 改正された項目は多数ありますが、注目されたのは、食事の提供

費用の取扱いの変更と利用者負担額の見直しについてです。 

 いわゆる「副食費」ですが、１頁でも述べた通り、保育料が無償

になっても「副食費」が保育料から切り離される為、かえって負担

が増える場合もあり、北上市では、独自で負担軽減のかさ上げ補助

を行います。しかし、世帯収入基準があり、宮古市のように全世帯

が対象とはなっていません。例えば、年収360～640万円未満の世帯

における第２子の副食費(4,500円)に対する負担は、改正前は半額

だったものが全額負担と増えてしまっています。これが260万円～

360万円世帯の第２子だと、半額→無償と負担が減っています。こ

れらも含め今後課題が残りました。 

 また、市立保育園では専任事務員が常駐しておらず、２名が各園

を巡回して事務処理を行っていますが、副食費の徴収事務が増える

事から、1名増員するとの事です。 

 江釣子学童保育所 

 ２ケ所のうち1ケ所の移転建替 

 工事がやっと始まった。 

 奥のプレハブが残す1ケ所で 

 隣接地に２階建ての予定。 

幼児教育・保育の無償化関連 

学童保育所関連 

 北上市内の学童保育所は、全てが父母会かＮＰＯにより運営され

ており、ほとんどの施設も市の行政財産となってはいません。 

 今後、市の方針として学童保育所を小中学校などと同様「行政財

産」とし、運営はそのまま現行の運営主体に指定管理したいという

内容で「北上市学童保育所条例」を改正しました。 

 この改正の審議にあたり質疑が集中したのは、他市の

事例で実際にあった様に、民間事業者が指定管理者とし

て参入してきて、地域の父母達の意見などが反映されなく

なるのではないか、という点です。これに対し、指定管理

の際は「非公募」で行う事から、現在の運営主体以外には

委託しない方針であると、答弁がありました。しかし、そ

の事は明文化されていないので、多少の不安が残ります。

その為、委員長報告には「今後も非公募で行う事を何らかの形で担

保する事」という意見を含めました。 

 尚、今回の改正の対象は、江釣子小、黒沢尻東小、黒沢尻西小、

黒沢尻北小、飯豊小の学童保育所のみが対象です。他の学童保育所

については、建替えや施設の買取なども含めて、順次対応していく

との事でしたが、具体的な今後の年度計画までは未定でした。 

  

無償化の目的は子ども達の為では？ 

(イメージ写真) 
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議会のトピックス 

 ９月議会では平成３０年度決算の審議も行いました。その審議で気になった

内容などを紹介します。（第二分科会[教育民生常任委員会］審議） 
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平成30年度決算の気になった事業 

■３款「民生費」３項１目生活保護総務費 

 『子どもの学習支援事業』 

  生活保護世帯の子どもを対象に学習会を48回実施。授業形式  

 ではなく、元教員や学生による学習ボランティアが主に学校の 

 宿題について個別に支援。運営は、北上市社会福祉協議会へ委 

 託し、駅前の生涯学習センターで週１回、木曜か土曜に実施。 

■４款「衛生費」１項３目環境衛生費 

 『環境美化推進事業』 

  道路などで、死んだ犬、猫等の小動物の収集委託の費用で、 

 回収後は、後藤野の岩手中部クリーンセンターに持ち込んで処 

 理。処理費は、動物の種類にかかわらず、1体あたり平日は 

 6,100円、休日は13,600円。 

■４款「衛生費」１項８目地域医療対策費 

 『岩手中部地域医療情報ネットワーク構築事業費補助金』 

  カルテなどを病院間などで共有できる仕組みで、同意した患 

 者や機関のみが登録されている。市内の登録状況は、8月23日現 

 在、総合病院は３ケ所、医療診療所は15ケ所、薬局も15ケ所。   

 登録者数は、市民の8.1％に当たる7,487人。 

■10款「教育費」２項３目学校建設費 

 『黒沢尻北小学校防犯カメラ設置事業』 

  北上市として防犯カメラを設置した学校は１校のみで、学校 

 または PTAで４校が設置済。黒北小は、職員室から昇降口やグ 

 ランドが見えない為、設置を決定。(実際には 平成30年度予算 

 では不足だった為、令和元年度に補正予算にて設置) 

■10款「教育費」３項３目学校建設費 

 『中学校トイレ便器洋式化推進事業』 

  改築や大規模改修予定校を除いて事業を進めている。平成30 

 年度末の全ての学校での洋式化率は小学校で53.25％、中学校で 

 46.81％、全体では50.91％。平成29年度時点では令和５年度(平  

 成35年度)に完了予定だったが、平成30年度当初予算でふるさと 

 応援寄付を充てることができ、令和３年度(平成33年度)に完了 

 の予定。約２年の前倒しとなっている。 

■10款「教育費」5項1目社会教育費 

 『成人式開催事業』 

  成人式の来賓挨拶は、国会議員や県議会議員より、地域の方 

 （例えば自治協会長など）から挨拶を頂き、より郷土への愛着 

 を醸成できようにしてはどうか、という質疑に対して、議員に 

 はいろいろな話をしてもらうように依頼している、誰の為の式 

 典なのかを踏まえて検討する、との答弁。 

  

  

生徒のプライバシー保護と 

安全確保の両面から必要性が 

議論されている防犯カメラ 

(イメージ写真) 

 親の所得格差が学習機会の 

 差とならないような制度を 

(イメージ写真) 
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7月15日          後援会通信No45発行 8月11日 あいさり産直市［交流ｾﾝﾀｰ] 12-18日          決算特別委員会第二分科会 

   16日          全協・議会改革推進会議  18日 市政報告会［山根] 24日 決算特別委員会・全協 

  〃          川岸商店会研修会  19日   都山流尺八晃雄会総会   25日  RWC2019釜石[ｳﾙｸﾞｱｲ戦] 

18日          北上ﾗｲｵﾝｶﾞCN55周年委員会  22日 議会全員協議会 26日        議会運営委員会 

20日            北上ﾕﾈｽｺ講演会    〃  横手・西和賀。北上議会交流会 27日         北上LC・CN55記念誌委員会 

24日                      市民と議会をつなぐ会[更木] 23日 相去地区市政座談会 28-29日 稲刈り 

25日              第243回7月臨時会議 27日     北上ﾗｲｵﾝｽﾞ会報・IT委員会 30日   6月通常会議(最終日) 

  〃 教育民生常任委員会・全協 9月 2日  議会運営委員会 10月 1日 教育民生常任委員会 

  〃 つなぐ会[市P漣] 3日 決算概要説明会 2日      教育民生常任委員会 

31日 いわて半導体ｱｶﾃﾞﾐｰ   5日     第244回9月通常会議(初日)     〃 花巻・北上市議会交流会 

8月 1日  つなぐ会[福祉専門学校]     〃 決算特別委員会・議運 3日 川岸商店会研修会 

  〃 奥州・金ヶ崎・北上議会交流会 １0-11日 9月通常会議（一般質問)   10日 総合計画調査検討委員会 

   6日   議会改革推進会議 11-12日 教育民生常任委員会 11日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 

5日   教育民生常任委員会     〃       総合計画調査特別委員会  4日 総合計画調査検討委員会  

電話:0197(67)1819  FAX:0197(67)4227 

Email  miyake12@gmail.com 

URL     http://miyake.on.coocan.jp/ 

三宅やすしの主な活動 
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●皆様のご意見をお待ちしております。下記あてにＦＡＸ、メール等でお寄せください。(電話は留守電となっています） 

  また、三宅やすしが制作、運営しているホームページでは活動状況を詳しく報告しています。 

※この後援会通信は、身体障害者授産施設 

「社会福祉法人自立更生会 

   北上アビリティーセンター」  

     にて、ダイレクト印刷しています。 

 北上市二子町秋子沢214-7 TEL:0197-66-5400 

ふりがな 

氏 名 住 所 電話番号 性別 生年月日 

 〒  男・女  

 〒  男・女  

三宅やすし後援会入会申込書 
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バックナンバーの在庫については後援会へ 
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ジャンボタクシー3台・介護タクシー 

   三宅やすし後援会では会員を募集しております。 

お知り合いの方など ご紹介ください。会費は無料です。 

☆☆☆三宅やすし市政報告・出前講座のお知らせ☆☆☆ 

三宅やすしの市政報告は、パワーポイント(スライド)を使って説明し、大変わかりやすいと好評です。 

各種集会などへ出前講座として伺いますので、下記までお気軽にお問合せください。 

［時間(10～50分位)やテーマはご相談に応じます］ 


