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●パブリックコメント実施期間：平成１９年１２月７日（金）から平成２０年１月１５日（火）まで 

 

 

 

 

 

【意見の対応】 

採  用：意見に基づき原案を修正するもの 

不 採 用：意見を反映しないもの 

記 載 済：既に原案に盛り込まれているもの 

参 考：原案に盛り込めないが今後参考とするもの 

そ の 他：意見として伺ったもの 

～意見の検討経過～ 

●１月２１日～２月１８日：地域教育推進室施策推進担

当において意見の検討 

●２月２８日：教育長決定 

（生涯学習部 管理課、学校教育課、社会教育課、公

民館、総務部 情報推進課、企画経済部 企画調整課、

協働推進・市民の声を聴く課、財政部 財政課、市民

生活部 市民課、こども室 子育て支援課  合議） 
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若葉小学校と紅葉山小学校の統合に対する意見とその検討 

№ 意見の要旨 検討結果 検討内容 

１  現在地域の高齢化や少子化により児童数はさらに減

る傾向にあり、さらに市の財政難を勘案すれば今回の統

合計画はやむを得ないことだと理解している。 

また、将来的に花川小の状況も考えると位置的に若葉

小を残すことも妥当なのではと思う。 

記 載 済 原案にご理解いただき、ありがとうございます。ご意見を踏

まえ、今後も教育環境の充実に向けて取り組んでまいります。 

２  統合により 12学級の適正な規模の学校が成立するも

のと思う。 

記 載 済 原案にご理解いただき、ありがとうございます。ご意見を踏

まえ、今後も教育環境の充実に向けて取り組んでまいります。 

３  統合の場合、紅葉山小が吸収されるのか、統合校の校

名については、若葉小学校も校名をかえて新たに出発す

るのかを聴きたい。 

将来の花川小をどうするかを考えた場合、花川北・花

畔地区の中心として、新たな校名を考えることも一つの

方法と思う。 

 また、統合に伴い花川南地区も含めた校区の再編成も

なされるのか聴きたい。 

参 考 

 

 原案は、児童数がともに減少している紅葉山小と若葉小を統

合し、統合した場合の校舎は現若葉小の校舎を活用するという

ものであり、一方の学校を吸収するというものではないことを

ご理解願います。 

 なお、新たな校名につきましては、ご意見を参考に統合が決

定された後に設置を予定している準備委員会において検討し

てまいります。 

 また、花川南地区の校区の再編成についは、現時点では考え

ておりません。 

４  紅葉山小は公園に面した立地で環境もよく、建物の外

観も校舎内も独特のデザインである。市の財政難はこれ

からも続くことから、箱物を建築することはしばらく無

理だと思う。そのため、紅葉山小学校の建物を公民館等

の社会施設（市の文化の中心となり、市民に親しまれ有

参 考  統合後の紅葉山小の校舎など学校施設（プールを除く。）の

扱いについては、統合の目途がついた以降に全市的な視点で検

討します。 

教育委員会では、市民や地域住民が活用できる有用な施設な

どとして、跡利用されることが望ましいと考えていますが、改
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№ 意見の要旨 検討結果 検討内容 

効活用される施設）へ転用することを希望する。 

 石狩市の学校は古くは明治６年に創立され、その後分

離や新設、統合、閉校、廃校が繰り返され現在に至る。

私は石狩市のこれからの教育を推進するにあたり、過去

の教育の足跡や実践の記録などをきちんと歴史として

記録、保存・蓄積・整理しておくことが生きている我々

の責任であると思う。石狩市郷土研究会でも最近石狩の

教育の歴史を調べる機会があったが、各学校においてあ

まり過去に目が向いていないようだし、市としても過去

の学校も含めその記録がひとまとめになっていないと

感じる。そこで私は今回の統合計画を機会に石狩市の教

育に関する記録の保存を一括してまとめておく場所や

展示する部屋があれば良いと思っている。その場所を閉

校後の学校に確保してほしい。 

 現「砂丘の風資料館」だけでは展示不可能なものがあ

る。現在公民館になんとなく置かれているような花畔・

樽川・生振などの開拓の歴史の整理、展示も子どもたち

や市民に伝えていくことが重要だ。閉校後の校舎を利用

し甦らせることが大切だと思う。できれば、南北花川地

区の団地造成期の歴史や石狩湾新港の歴史等も含めて

閉校後の校舎を利用して欲しい。 

 公民館に利用すれば体育館やプール・グラウンドもあ

修費用やランニングコスト、様々な法令の制約なども考慮しつ

つ、改めて市民の皆様の意見も聴きながら検討していきます。 

駐車場の確保についても、その中で検討していきます。 

なお、公民館や資料館等の社会教育施設も有効な活用方法の

一つと認識しています。 

プールについては、現在と同様の活用方法を基本に考えてい

ます。 
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№ 意見の要旨 検討結果 検討内容 

わせて利用できると思う。 

 また、施設の利用の際には、駐車場を広く確保する必

要があると思う。 

５  平成24年までの推計は、平成19年4月の1歳から5

歳の実数値を使用しているが、平成19年4月の0歳の

実数値を使用すれば、平成 25年までの児童数が算出で

きる。平成 25年の児童数を算出しなかった理由と算出

は可能だと考えるので、それぞれの小学校の児童数と若

葉小・紅葉山小を統合した場合の児童数を算出し公表し

て欲しい。 

そ の 他 

 

 原案資料の学校別児童数推計については、現状として平成19

年度の数値とその５年後までの毎年（平成 20～24年度）の推

計数値、さらに10年後（平成29年）の推計数値を載せており

ますが、平成25年～平成28年度までの推計についても資料に

は載せておりませんが行っているところです。 

なお、平成 25年度以降の児童数推計については、０歳の人

数（出生数）を直近５ヵ年（満年齢１歳から５歳の数値の平均

値）と同程度の数値と仮定して算定しています。 

 ご指摘の方法による平成 25年度の児童数推計については次

のとおりです。 

●平成25年度の各小学校児童数推計 

H20.2.1時点の住民基本台帳から H19.4.1現在の満年齢(0～5

歳)別・学校区別の人口を調査し、自然増減や社会増減がないもの

として推計したものです。        

学校名 花川小 若葉小 紅葉山小 紅南小 
若葉小+ 

紅葉山小 

児童数 293 139 228 381 367 

学級数 12 6 8 12 12 

● 
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№ 意見の要旨 検討結果 検討内容 

６  情報提供の観点から、平成 20年度から毎年度、統合

校と花川小の通学区域内の0歳から15歳まで1歳ごと

の年齢別通学区域別人口をホームページで公表して欲

しい。 

 また、その結果小規模校になる見込みとなった場合に

は速やかに次の統合を検討願いたいので見解を聞きた

い。 

不 採 用  市のホームページでは、住民基本台帳を基に集計した、各月

の「地区別人口・世帯数」、「条丁目別人口・世帯数」について

公表しているところですが、その他の住民基本台帳情報につき

ましては、別途、石狩市情報公開条例の公文書の開示の請求手

続きをしていただきますようお願いします。 

次の統合については、例えば、長期間多くの学年において複

数学級編制ができないことが明白で、かつ、その以降において

も複数学級編制の見込みがないと判断される場合などに検討

すべきと考えております。 

７  パブリックコメントの検討結果については、2月中に

公表とのことだが、保護者に対しての配布、関係地域に

対しての回覧等をして欲しい。 

参 考 パブリックコメントの結果については、市広報、あい・ボー

ド、ホームページで公表することとなっています。この他、希

望者には写しをお渡しすることは可能ですし、保護者への配布

や関係地域への回覧も実施する予定です。 

８  これまでに教育委員会から保護者に配布された説明

会の結果資料は概要としており、結果として知りたい項

目が記載されていなかった部分もあるので、市民から出

されたそれぞれの意見等に対して、それぞれ回答を欲し

い。 

不 採 用   説明会等で出された意見等に対しての教育委員会の考え方

については、既に保護者の皆様に配布した資料に記載しており

ます。 
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№ 意見の要旨 検討結果 検討内容 

９  統合等で問題になるのは母校の意識であり、長い間の

伝統が無くなることへの配慮も必要だ。統合に対する準

備委員会は早期に設置し、十分な検討を行う必要があ

る。 

 また、学校へ通う子どもや保護者をはじめ地域住民な

ど市民参加のもと行うこととすべき。 

参 考  統合の目途がついた以降に速やかに準備委員会設置の作業

を進めたいと考えています。メンバーは両校の保護者を中心に

と考えており、構成についても保護者の皆様などの意向を踏ま

えて決めていきたいと思います。地域住民や子どもの参加につ

いても検討したいと考えております。 

10  跡利用についてはまちづくりの観点から子どもを含

めた市民参加で進められるべきだ。 

 また、災害時の避難所としての機能が継続されるので

あれば、優先順位は後になっても耐震化の対応をすべき

だ。 

参 考  跡利用の検討については、地域を始め、市民の皆様の意見を

お聴きしながら進めたいと考えております。また、その際には、

ご意見を参考にし、子どもたちも参加できるように工夫してま

いります。 

 一般の市民の方々が出入りする施設として跡利用する場合

は、耐震化についても検討してまいります。 

11  現若葉小学校にはカルチャーセンターが併設されて

おり、地域コミュニティーの場として活用されているこ

とから継続されることが望ましいが、子どもたちの学習

環境が整備されることが最優先されるべきと考える。 

採 用  統合した場合、現在若葉小にあるカルチャーセンターの機能

をどうするかについても今後検討しますが、まずは子どもたち

の学習環境の整備を最優先に進めてまいります。 
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その他質問に対する回答 

№ 質問の要旨 回答 

１ 平成 29年児童数推計値の算出について、一般的に用いられる

推計手法ではなく、教育委員会独自の推計方法を用いて推計して

いる。この推計手法の正確性について実数値で検証すると、例え

ば平成19年度の6歳から10歳の実数値を使用して1歳から5歳

の推計を行った場合、この推計値と1歳から5歳の実数値は大き

く異なる。 

 したがって、教育委員会独自の推計方法は不適当であると考え

る。一般的に用いられている推計手法ではなく独自の推計方法を

用いた理由とその妥当性について見解を聞きたい。なお、統計担

当など人口推計に関係する部局の見解も聞きたい。 

原案の資料として、花川小、若葉小、紅葉山小、紅南小の４校と

若葉小と紅葉山小を統合した場合の児童数及び学級数の将来推計

値（平成29年度まで）を掲載しています。 

ご指摘は、まだ生まれていない世代（学齢）の人数をどう見込む

かという部分かと思いますが、条丁目別などといった小さいデータ

をもとに出生率等の係数を乗じて得るような手法で１年ごとの出

生数を的確に見込むことは困難であり、妥当ではないと判断したう

えで、直近５ヵ年の実績の平均値などと同程度の出生があると仮定

したところです。【教育委員会】 

事務の目的に応じ、所管において適当と判断した手法であると考

えます。【企画経済部企画調整課】 

２ 第4次石狩市総合計画や石狩市都市マスタープランでは、国立

社会保障・人口問題研究所の予測による推計人口を掲載している

が、この研究所による予測手法で何故推計しないのか理由を聞き

たい。なお、統計担当など人口推計に関係する部局の見解も聞き

たい。 

国立社会保障・人口問題研究所が公表している人口推計は出生、

死亡、社会移動などの変化を個別に推計し、その結果を合成して、

将来人口を予測するというものですが、この手法は、全市的な将来

人口を推計する場合には有効と考えますが、特定の地域を限定して

推計する場合には、変動率の設定が難しく、逆に大きな誤差を生じ

る可能性もあることから適当ではないと判断し、原案資料で採用し

ている推計方法としたものです。【教育委員会】 

№1でお答えしましたとおりです。【企画経済部企画調整課】 
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№ 質問の要旨 回答 

３  教育委員会が開催した説明会において、各学年によって児童数

に相当バラツキがある旨の説明があったが、そもそも実数値に相

当バラツキがある数字に対して 10年後の推計を行うことは統計

的に不適当と考えるので見解を聞きたい。なお、統計担当など人

口推計に関係する部局の見解も聞きたい。 

統合などを検討する上で、将来の姿を掴むためには、実績値にご

指摘のような傾向があるか否かにかかわらず、児童数の将来推計が

必要であり、不適当とは考えておりません。【教育委員会】 

№1でお答えしましたとおりです。【企画経済部企画調整課】 

４ 平成 25年のそれぞれの小学校の児童数と若葉小・紅葉山小を

統合した場合の児童数を算出し、その推計の結果、統合校が 12

学級未満となる見込みの場合においては、速やかに花川小を統合

校へ統合すると考えてよろしいか、見解を聞きたい。 

５ 将来、若葉小と紅葉山小の統合校が小規模となった場合は花川

小を統合校へ統合する、あるいは花川小が小規模校となった場合

には統合校へ統合するとの説明だが、小規模校になるかどうかの

見込みは統合校や花川小の通学区域内の 0～6歳児の人数からお

おむね推定が可能となる。したがって、統合校や花川小が小規模

になる見込みとなった場合には、速やかに花川小を統合し、統合

校や花川小が小規模とならないように対応してもらえると考え

てよろしいか見解を聞きたい。 

小学校の適正規模（学校全体の学級数）を 12～18学級と考えて

おり、先ずこの適正規模を確保することを基本に学校の適正配置を

検討すべきと考えています。12学級というのは、各学年で複数学

級が一定程度安定して編制できるような学校規模を想定している

ところであり、例えば11学級になったら速やかに統合（あるいは、

19学級になったら速やかに分離）という考えではありません。 

例えば、長期間多くの学年において複数学級編制ができないこと

が明白で、かつ、その以降においても複数学級編制の見込みがない

と判断される場合などに統合を検討すべきと考えております。 

ご質問の統合については、統合校だけではなく、花川小の学校規

模がどうかによっても判断しなければなりません。 

 

６ 資料では、平成29年までの児童数の推計しか算出していない。

教育委員会が開催した説明会でもそれ以降の推計値の算出はで

きない旨の説明を行っている。 

したがって、資料からは適正規模が維持される期間は平成 22

年から平成 29年の 8年間としか理解できないが、それ以降とな

人口推計を行う上で、その精度を考慮し、10年後（平成29年度）

までの推計としていますが、これらの推計値からみても、その後一

定期間において花畔・花川北地区の小学校の更なる統合は必要ない

ものと考えています。 
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№ 質問の要旨 回答 

る10年から15年程度、適正規模が維持されるとした理由がわか

らないので、その根拠を聞きたい。 

７ 数年前に南線小学校の通学区域を変更する際には、石狩市小学

校及び中学校通学区域審議会を開催し、通学区域の変更の審議を

している。今回の統合に伴い、通学区域が変更になるので当審議

会の開催を行うべきと考えるが、南線小学校で行いながら今回は

当該審議会を開催しない理由を聞きたい。 

この度の学校統合については、両校の通学区域を引き継ぎ、新た

な通学区域の設定や変更には当たらないことから、通学区域審議会

への諮問は行っておりません。 

８ 通学区域審議会ではなく、別途、花畔・花川地区の小学校の適

正配置を検討する協議会等の設置という方法もあると考えられ

る。教育委員会が開催した説明会において、教育委員会案が最良

であるから新たな協議会等の設置が不要と説明されている。そも

そも行政案が最良であるから協議会等が不要とのことだが教育

委員会では平成 19年度において社会教育施設の廃止や石狩市図

書館北分館の廃止について協議会に諮問している。これらの施設

の廃止は行政案が最良ではないと理解してよいか聞きたい。 

また、これら施設の廃止の際に協議会に諮問していることと、

今回の小学校の統廃合を行う際に審議会等に諮問しないことは、

市民参加手続きの公平性の観点から疑問を感じるが、市民の声を

聴く課と教育委員会の見解を聞きたい。 

原案は、学識経験者やＰＴＡ、公募市民等の参加による「石狩市

立小学校及び中学校の規模・配置等検討会」の報告書の基本的な方

向性を踏まえつつ、当面と将来の児童数推計や学校施設の関係、通

学距離、財政面等さまざまな角度から総合的に判断したものであ

り、教育委員会として最善の方法といった旨の説明をしたところで

すが、この原案について、市民の皆様のご意見をお聴きして、取り

入れるべき意見などは取り入れ、より良いものとしたいという考え

のもと、保護者説明会や地域説明会を開催し、パブリックコメント

を実施したところです。 

これらのことから、更に新たな協議会等を設置する必要はないと

考えたところです。【教育委員会】 

本案件の取り扱いについては、平成15年度から2ヵ年かけて、

学識経験者や公募市民等の参加による「石狩市立小学校及び中学校

の規模・配置等検討会」の報告書の基本的な方向性に基づき、直接

的な利害関係者が明らかであることから、その関係者との意見交換
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№ 質問の要旨 回答 

の中で、検討し結論を出そうとするものであり、パブリックコメン

トにより、客観的な意見提出の場も確保されていることから、「市

民の声を活かす条例」に規定する市民参加の機会は確保されている

ものと考えております。【企画経済部協働推進・市民の声を聴く課】 

９ 石狩市自治基本条例案において、「執行機関は、施策の立案、

実施及び評価の各過程において、適切な市民参加の機会が確保さ

れるよう必要な措置を講じなければならない。」とまさに市民参

加を進めようとしている中、また、石狩市市民の声を活かす条例

の趣旨や昨年12月25日に行われた市民参加制度の実施運用状況

及び改善方策に関する答申を踏まえると、教育委員会案が最良で

あるから審議会の設置を不要とする考え方は、これらの条例等の

理念に反していると考えるし、今後の行政運営において本審議会

に諮るべき案件についても行政の恣意により審議会を開催しな

いのではないか危惧する。市民の声を聴く課の見解を聞きたい。 

№8でお答えしたとおりです。【企画経済部協働推進・市民の声

を聴く課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 平成 17年 4月に石狩市立小学校及び中学校の規模・配置等検

討会から提出された報告書を踏まえて、平成 18年10月 24日の

教育委員会会議において「石狩市立小学校及び中学校の適正規

模・配置等に関する基本的な考え方」を決定しているが、その後

1年間全く公表されていなかった。今回のパブリックコメントで

は、この基本的な考え方を前提として教育委員会の統合案につい

て意見を求めているが、検討会の報告書とこの基本的な考え方に

ついては、1学級の人数、学校規模、花畔花川北地区の学校配置

「基本的な考え方」は、検討会報告書の内容を踏まえて教育委員

会の考え方を整理したものであり、個別・具体的な方向性を示す計

画などとは異なることから公表はしていないところです。また、内

容についても検討会報告書と大きくは違っていないものと考えて

おります。 

なお、具体的な取組案の段階では、市民の皆様のご意見などをお

聴きするため保護者説明会及び地域説明会を開催し、また、パブリ

ックコメントを実施するなど複数の市民参加手続を行っており、こ
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について大きく違いがあり、説明会においてはこの点も議論とな

った。教育委員会の説明では、内部の運用指針という位置づけだ

から公表してないとのことだが、教育委員会が策定した基本的な

考え方について、検討会の報告書とは大きく違いがあることに加

え、今後の小中学校の適正規模・適正配置を進める上で大前提と

なる重要な考え方である以上、本来、適切な手続きとして、基本

的な考え方を策定する際に市民意見を聴く必要があったと考え

るが市民の声を聴く課と教育委員会の見解を聞きたい。 

また、この手続きの不備を補う観点からも、審議会等の開催が

適切と考えるが、市民の声を聴く課と教育委員会の見解を聞きた

い。 

れらによりいただいたご意見を踏まえ、成案を固めてまいりたいと

考えております。【教育委員会】 

具体的な案を示せる段階で、保護者及び関係者への説明会を開催

していることとパブリックコメントにより広く市民意見を聴く機

会を設けており、手続は適切に行われたものと考えております。【企

画経済部協働推進・市民の声を聴く課】 

11 教育委員会の原案の考え方として、将来の花川小の統合が前提

となっているので、将来、統合校が小規模校となった場合には円

滑に統合が図られるよう、早急に花川小区域の市民への周知を説

明会等で行うべきと考えるが、その時期はいつと考えているか聞

きたい。 

また、この観点からも審議会等を開催することにより、一層の

公開性と透明性が図られると考えるが、市民の声を聴く課と教育

委員会の見解を聞きたい。 

花川小との統合については、№4でお答えしましたとおり、現段

階で何ら決定されたものではないことをご理解願います。 

なお、花川小区域の市民への説明等については、その必要性が生

じてきた段階で、適切な市民参加手続を経ながら実施してまいりま

す。【教育委員会】 

より専門的な判断が必要な場合や利害調整を要する場合には、審

議会等の設置が有効と思われますが、市民参加手続の方法はさまざ

まであり、行政活動の内容や対象範囲などに応じて判断すべきもの

と考えます。【企画経済部協働推進・市民の声を聴く課】 
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12 検討会の報告書では望ましい学級規模を3学級としているが、

統合校と花川小が統合することにより3学級を確保できる可能性

がある。この観点と財政的な観点を踏まえると、老朽化が進んで

いる花川小校舎の大規模改修が必要な時期（教育委員会の説明で

はこの時期は不明とのことだった。）には、統合校や花川小が小

規模校とならない場合においても統合校と花川小の統合は検討

すべきと考えますが、財政部局と教育委員会の見解を聞きたい。 

市としましては、小規模による教育環境への影響を解消すること

を基本に考えており、財政的観点から統合などを発想している訳で

はありません。 

 

 

 

13 跡施設については、昨年 12月にも夕方 5時頃中学生が紅葉山

公園で不審者から紅葉山小学校へ逃げ込んだように安全性確保

の観点や収容避難所としての位置づけ、また、教育委員会の資料

では公民館や社会教育施設が不足しているとのことなので、速や

かに跡施設の整備が必要と考えるし、今回の学校統合は単に学校

を統合して統合校を再整備することに留まるものではなく、残っ

た跡施設の取扱いも含め一体的総合的に進めるべきものであり、

それが良い地域づくりにつながるものと考える。教育委員会の説

明によると、統合校は平成20年度に設計し、平成21年度に改修

するとのことなので、跡施設については、最短で平成 21年度に

設計、平成 22年度に改修が可能となるが、跡施設の再整備につ

いては、法律への適合のために整備費用は数億円になると見込ま

れる。財政的に非常に厳しい中、紅葉山小閉校後の平成 22年度

中の再整備は可能と考えてよいか、平成 22年度中が困難であれ

ば翌年であれば可能なのか財政部局の見解を聞きたい。 

統合後の紅葉山小校舎など跡施設の利活用については、全市的な

検討を進めていきますが、現時点において実施時期を含めた具体的

な財政面での検証をお示しする段階には至っておりません。【財政

部財政課】 
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14 平成 22年度中に跡施設の再整備ができないのであれば、無人

の校舎が数年間残されることになり、安全上非常に問題と考える

が、財政部局と教育委員会の見解を聞きたい。 

様々な事情により平成 22年度から跡利用ができなかった場合に

ついては、十分な安全対策を検討してまいりまたいと考えておりま

す。【教育委員会】 

跡利用できない場合については、施設の所管部局において、十分

な対策を講じてもらいたいと考えております。【財政部財政課】 

15 石狩市総合計画で想定している主な事業のうち、生涯学習セン

ター整備事業、子ども支援総合センター整備事業、こどもワール

ド整備事業について、施設の立地候補地があるのならばその場

所、候補地未定ならば跡施設を活用した整備の可能性について、

担当部局の考えを聞きたい。 

なお、公民館が不足しているとのことだが、現状も踏まえた公

民館の配置の考え方を聞きたい。 

現在、公民館本館施設が老朽化かつ狭隘化していることや、市民

の学習、文化活動を総合的に推進するための市民活動拠点となる場

が不足しているという認識から、これらを備えた施設（生涯学習セ

ンターなど）を整備ができないか教育委員会において検討したいと

考えておりますが、具体的な検討は今後行う予定であることから、

跡施設の活用などについては現時点では、お答えできる段階には至

っておりません。【教育委員会】 

(仮)こどもワールド整備事業は、こども達が自由な発想で自主的

な創意工夫を促すような遊び場づくりを計画したもので、これまで

の公園の概念にはないものです。欧州では「冒険遊び場」と称され、

日本では「プレイパーク」として主に首都圏で事例があります。こ

れは野外の遊び場であって建物内は想定しておりません。 

こども総合支援センター整備事業は、市役所内のこどもに係わる

窓口に児童館や発達支援センター機能などの一元化を目指すもの

です。統合後の学校跡利用としても、施設面では問題はないと考え

ます。しかし、その前に市役所庁舎からのこども関係窓口の分離か

ら新たなデメリットや市民の不便も想定されますので、こちらの方
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が大きな課題といえます。このセンターを総合計画に位置づけたも

のの最終年次としているのは、これらの課題解決にあたり、担当部

局だけでなく全庁的な組織・システム改革と連動しなければ失敗す

るおそれがあるからで、まだなお課題山積であり、早急に実施でき

る段階には至っておりません。【こども室子育て支援課】 

 


