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平成２８年度 第４回我孫子市子ども・子育て会議議事録 

 

● 開催日時 平成２９年２月４日(土) ９時３０分から１２時３０分 

 

● 開催場所 我孫子市役所 分館小会議室 

 

● 出 席 者   

(委 員) ○伴副会長、○浦島委員、○増田委員、○菅原委員 

○鎌田委員、○辻岡委員、○間弓委員 

 (市職員) 山﨑子ども部長、星保育課長、三澤子ども相談課長 

  (事務局) 長谷川子ども部次長兼子ども支援課長、中場子ども支援課長補佐 

 

● 議 題 等 

１ 開会 

２ 議題 

（１）平成２９年４月開園保育園の利用定員について 

（２）平成２８年度重点進行管理６事業の評価報告について 

（３）平成２８年度子ども・子育て会議日程について 

（４）子ども部各課からの報告 

（５）その他 

３ 閉会 

 

●公開・非公開の別  公開 

 

●傍聴人・発言者数  傍聴人 無 

 

●会議の内容 

 

 

 



 -2- 

―― 議事録 ―― 

 

平成２８年度 第４回我孫子市子ども・子育て会議 

平成２９年２月４日 

 

【伴副会長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回「我孫子市子ど

も・子育て会議」を開会いたします。 

本日、箕輪会長は欠席ですので、子ども・子育て会議条例第５条、第３項により、私が

議事進行をつとめさせていただきます。 

本日は、大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

会議に先立ちまして、我孫子市審議会等の会議の公開に関する規則に基づき、本、「子ども・

子育て会議」も公開となりますので、会議内容を録音させていただきますので、ご了承く

ださい。 

なお、本日の会議には、委員１０名中 ７名のご出席をいただいております。 

子ども・子育て会議条例第６条、第２項及び第３項におきまして、会議は、委員の半数以

上が出席しなければ会議を開き議決をすることができないとされておりますが、本日は定

足数を満たしております。 

また、本日の傍聴人はおりません。 

つぎに、お手元の資料の確認をさせていただきます。事務局お願いします。 

－ 資料確認 － 

資料は配布されておりますでしょうか。 

もし不足等ございましたら事務局に、お申しつけください。 

では、次第に沿って進めます。 

議事①平成２９年４月開園保育園の利用定員について、保育課より説明をお願いします。 

 

― 星保育課長説明 ― 

 

【伴副会長】  ありがとうございました。 

何かご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 
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【増田委員】  年度ごとに見直すということで、そうなのかと思っておりましたけれども、

例えば天王台ななほ保育園の認可定員と利用定員で、１歳が１８人、２クラスで行いますよと

いうスタートですね。そうすると、数年先は今の３歳、４歳、５歳が１クラスだったのが、１

歳の子供たちが成長すると、そこで２クラスとられ、そうすると、ゼロ歳から２歳の枠が少な

くなってしまうが、それはその年度ごとに見直すから仕方ないのですよという考えでよろしい

ですか。 

【星保育課長】  その辺の考えは、この１８人が３歳、４歳、５歳になったときの１クラス

の面積でいけると考えていただければと思います。認可定員上は、３歳、４歳、５歳が１３人、

１３人、１４人となっていますが、部屋的な国の最低基準でいくと、１８人程度は入れる面積

を確保してもらっていますので、増田委員が言われたとおり、年齢が上がったときにまた入り

切れない、特に０～２歳が、定員を落とさないといけないのではないかと心配があるのですが、

０歳、１歳、２歳の部屋については、６人、１２人、１２人、入るスペースは、当然上に上が

ってもキープできるような形にしますので、またそのときに、もう一回、利用定員を再度、ど

のような動きになっているのかというところで、ご相談させていただければと思います。 

【伴副会長】  浦島委員、お願いします。 

【浦島委員】  質問ですが、天王台地区の２つの保育園が挙がっていますね。天王台地区は、

この保育園一覧を見ると、今までの中でぴくしーらんどの小規模しか、住所で見るとありませ

んが、それがこれから、天王台地区というのは需要が大変多いという判断で、こういう設置を

したということと、例えば、認可定員が、７０が２つということは、それに基づいて設定され

ていますよと理解するのがよろしいですか。 

【星保育課長】  まず保育園の整備の考え方ですが、我孫子は東西に細長いので、各駅をポ

イントに地区を分けています。まず我孫子地区、我孫子駅周辺の地域と、今言われた天王台駅

中心の天王台地区、あとは湖北駅周辺の湖北地区。新木、布佐に関しては、やはりどうしても

子供の数が少ないということで、新木、布佐で１箇所という形の地域割りをしまして、この天

王台地区に関して、保育園としては、天王台双葉、川村学園、天王台さくら、東あびこ聖華保

育園、この４つが今現在、天王台地区の保育ニーズに応えるための保育園だったのですが、天

王台地区は子供の減る人口推計がないのです。右肩上がりの保育需要を考えた場合に、やはり

保育園が必要だといったところで、ななほ保育園とミルキーホーム、定員７０名のご提案をい

ただいたということです。 

 実は、こちらは１２０名の保育園を１箇所つくる予定だったのですが、近隣住民の反対があ
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りまして、残念なことに、そこは断念せざるを得ないといった形で、天王台地区に、その他に

現在、ぴくしーらんどの小規模保育事業所が１箇所あったのですが、計画上はもう１箇所、小

規模保育事業所もあったのです。１９名。それで１２０名がなくなってしまいました。急遽、

それでは待機が出てしまうということを危惧して、緊急に事業者を募集した経緯があります。

そのときにちょうど１２０名定員の公募があればよかったのですが、やはり場所的なもの、保

育園のスペースといったところで、７０名定員の、２箇所の提案がありました。 

それを足すと１４０になってしまいます。けれども、では１４０でどうしようかといったとき

に、１９名の小規模保育事業、もう１箇所計画があったのですが、そこがやはり、なかなか公

募をかけても募集がなかったのです。ですからその１９名を１２０名に加えて１４０名という

形の整理で天王台地区を変えまして、７０、７０の２園を整備するという経緯になっておりま

す。天王台地区の整備が終了することで、この５年期間の子ども総合計画の中で整備する予定

は今後ない状況になっております。 

【伴副会長】  そのほかよろしいでしょうか。 

 それでは、今のご説明を含め、今後こういう形で県のほうもこの協議に入っていくというこ

とでよろしゅうございますでしょうか。では、それでよろしくお願いいたします。 

【星保育課長】  ありがとうございます。 

【伴副会長】  続きまして、議事の②といたしまして、「平成２８年重点進行管理６事業の評

価報告」について審議をお願いしたいと思います。こちらは委員の皆さんに各事業の評価をし

ていただいたものを、事務局でまとめたものです。事務局でまとめたものを、箕輪会長と私で

見させていただいて、文書等を整理したものを事前にメール配信させていただいているかと思

います。全部ここで読み上げるというのも時間の都合がございますので、読んできていただい

たということでご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【増田委員】  資料の上から１０行目ですけれども、「……います。平成２８年度は、この７

５事業全ての進行管理を行うとともに、６３事業の」とありますが、２８年度はこの７５事業、

全ての進行管理を行っていたのですか、というところですけれども。 

行ったのは６３事業の中から特に６事業、これは進行管理を行ったとは思いますが、７５事

業全てをやったとは言いがたいのではないのかなと。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  新しい委員の方は８月から任期がはじまりましたが、

８月の会議資料で、１２事業及び６３事業の実績報告という形で報告させていただいておりま

す。指標があり、実績数値があり、達成度が目標どおりだったとか、下回ったという評価が表
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の下のほうにあります。また、このような事業をやりました、来年度はこういう計画をしてい

きます、課題はこういうことですよという、あの１枚の表にまとめて実績が報告され、みなさ

んに確認していただきましたので、進行管理はしております。それとは別に６事業を抽出して、

今、子ども・子育て会議の評価をまとめて所管課へ報告しようというところです。 

【伴副会長】  よろしいでしょうか。途中で委員の構成も変わったりしていますので、わか

りにくいところあるかと思いますが、いかがでしょうか。 

 では、そのほか何か。全体通してで結構ですので、何かご意見いかがでしょうか。 

【浦島委員】  今の話題になった下の行ですけれども、「６事業実施状況について」、と表記

して、私たちも選んだ経緯がありますけれども、それは星野順一郎様がこれをお読みになった

ときに、なぜ６つが出てきたのか、というのは理解できますか。我々は一応話し合ったからわ

かるのだけれども、お手紙として相手にお伝えするときに、６事業の意味は何なのということ

ですよね。その意図が何なのかということがやはり一言あると、「そうか、今年はそういう視点

で皆さんが考えてくださった。」、と理解していただけるかなと思いました。 

【伴副会長】  観点として入れたほうがいいかと思いますけれども。 

【辻岡委員】  私たちは今まで会議で話し合ってきましたので、これを見てすんなり入りま

すが、何もご存じない方は確かに７５事業全て行ったのか、６事業になった経緯もご存じない

方に説明するには、確かに浦島さんの言うとおり、絞った理由、経緯があると、よりここで話

し合った経緯や思いが伝わりやすいと思います。 

【鎌田委員】  そもそも市長は、この６事業に絞っているということをご存じないのですか。 

【浦島委員】  この書面でしか市長は理解できないわけです。我々の会議の内容は。 

【鎌田委員】  事務局のほうから、都度報告というのは上げないのですか。 

【伴副会長】  この審議会としての、結論をあげるということです。 

【鎌田委員】  結論はそうですけれども、進捗状況等は上に上げないのですか。 

【浦島委員】  進捗状況としては、一々は上げません。会長の立場で全て運営しているわけ

ですから、会長は市長といつも会ってお話ししているということはあり得ないです。 

【鎌田委員】  この会というのはそうですけれども、６３事業から６事業をピックアップし

ているということもご存じないですか。 

【浦島委員】  知らないという前提でこの報告書をつくらないと、我々の会議の形が整わな

いです。「知っているでしょう、もう誰かから聞いているでしょう。」という文章になってしま

ったらまずいのではないですか。これは紙として、正式に私たちの意思を明確に出さないと、
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残るものですし、第三者が見たときに、それを客観的に評価できません。ですから知っている

とか、知らないとかということは置いておいて、今までの経緯については、初めてこの文書に

よって確認できました、という形にしないといけません。 

審議会として委ねたわけです。１年後に私の手元に報告というか、こういう文書をくださいね

という前提で、全てこの会に審議をお願いしているわけです。途中で特別困難な状況がない限

り、運営されて、１年後に報告をもらえるという前提ですから、形上は何ら問題ないわけです。 

【辻岡委員】  この会議において、いろいろなことを決定する、話し合って決めるのを、市

長ご自身がおひとりではできないので、私たちに依頼して、より子どもたちに身近な保護者や、

市民の中から選んでいただいた、いわゆる、より現場に近い人たちに話し合っていただいたも

のを最終的に報告する会として運営をしてください、お願いしますという旨で、市長から私た

ちは任されているので、最終的な報告書を上げるというのはこの紙になります。 

【浦島委員】  皆さんのご意見は反映できるかできないかは別としても、言っていただくの

がこの場ですから、幾ら出されてもいいと思います。ただし、文書というのは、星野順一郎さ

んが読むという形になっているけれども、これは客観的に第三者が読んだときに理解できる、

明確にしておいたほうがいいのではないかなという私の意見を先ほど述べただけであって、星

野順一郎さんがどこまで理解されているか、それはわかりません。我々の話し合いが、だけど

文字として残すということは、第三者が見たときに、客観的に理解できるし、正確に伝わると

いうことが大事だろうと思います。そういう前提で、この文書は考えていただきたいというこ

とです。 

【間弓委員】  いろいろと皆さんと話し合いの中で、６事業に一気に決まったわけではない

と思います。私はほかにもいいなと思ったものがたくさんありました。ですから、この文章に、

私たちの今までの協議していた思いを伝えるということと、何を観点として、この６事業に注

目したという思いを、一言つけ加えるぐらいは親切で良いのではないかと思います。 

【伴副会長】  では、そこのところは、今までの事業で決まったところの議事録を確認させ

ていただいて、長くなくつけ加えていくという方向でよろしいでしょうか。 

では、中身についてのご意見をいただきたいのですが、最初の「子育て支援サービス利用者へ

のコーディネートの推進について」、いかがでしょうか。 

【浦島委員】  言葉がちょっと理解できなかった。いちばん最後の行ですけれども、「幼稚園

との連携を進めることで活性化することを期待しています。」ですけれども、誰が連携すること、

保護者ですか、市の行政ですか、どちらが。 
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【伴副会長】  行政、と思って私は読んでいましたけれども、いかがでしょうか。 

それとも事業を行っている「幼稚園を知ろう」というイベントの主催者なのか。 

【辻岡委員】  保護者なので、このイベントに行ったのですけれども、「幼稚園を知ろう」に

行って、ああ、幼稚園って、保育園と違ってこうだったんだということを知ることによって、

ほんとにこの文書のとおり、身近に感じられる有意義なイベントでしたので、幼稚園とビジネ

スの連携を進めることで、より幼稚園というものの理解を活性化することができたので、そう

いう意味でとらえていました。 

【間弓委員】  待機児童をゼロにするために、新設の保育園を作っているのは、とてもあり

がたいと思いますけれども、私も幼稚園の保護者、親としては我孫子市にある既存の幼稚園を

もっと定員割れしないように、いいところをアピールする場がこのイベントだと思います。興

味のある幼稚園には親は行きます。このような全ての幼稚園が一体になってやるイベントが今

までそんなになく、我孫子市頑張ってやっている中で、より保育園ではない、幼稚園も我孫子

市に、こんなたくさんいいのがあるよ、というのを知る機会になるのは、幼稚園と行政ではな

いと思います。親と子どもも幼稚園というものを身近に感じる機会ではないかなと思うのです。 

【山﨑子ども部長】  この「幼稚園を知ろう」というイベント自体は、これからどこの幼稚

園を選ぼうかという保護者の人が、幼稚園の思いなどではなく、実際に行っているお母さんの

話を聞いて知識の１つにしていきたい、ということで始まっている事業です。あえて幼稚園の

先生に出てきてもらっての事業ではなく、ひろばを利用しているお母さん同士で、先輩のお母

さんが後輩のお母さんに、「私が行っている幼稚園は、こんないいところがありますよ。」とい

う情報伝達できる場としてのイベントとして設けている趣旨ですので、幼稚園側の運営者に出

てきてもらっているということは、あえてしていない形で進んできた事業です。 

 ただし、ここ近年、実績報告でも上げさせていただきましたけれども、各幼稚園のプレ活動

がとても盛んになっている中では、早い時期からお母さんたちがいろいろなプレに行っていて、

ここのところ、このイベントに対しての参加率もすごく下がってきていることなので、これか

らの継続は再検討が必要だと担当では思いを持っている事業です。 

 一方で、幼稚園側としても自分たちの運営をいろいろな方に知ってもらいたいということで、

年に１度、イトーヨーカドーのセンターコートを利用して、市内幼稚園で組織する幼稚園協会

が主催で、「キッズフェスティバル」を開催しています。いろいろな市民、特にこれから利用す

る人たちにも向けて、パンフレットをお配りしたり、いろいろな催しを１日かけて周知すると

いう活動はやっているという状況です。このような状況のなかで、この子育て支援サービス利
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用者へのコーディネートの推進という事業に関して「幼稚園を知ろう」の活動だけ特だしする

必要はないかと私自身は、委員ではないのですけれども思っております。 

【伴副会長】  いかがでしょうか。 

【増田委員】  それなら迷わないですね。行政なのか保護者なのか。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  この４行についてですが、文面を修正して評価の中

にこのまま記載する方法と、委員からの意見として別途所管課に提出する方法がありますので

ご検討ください。 

【伴副会長】  ありがとうございます。この報告書自体は星野市長宛に出して、そして全課

に回るという流れになっております。資料２の後半部分に各課宛への意見をまとめさせていた

だいております。そちらは、それぞれの各担当課ごとに、ほかの課までは報告しないという形

で、この委員会全体としての意見でないないけれども、各委員の意見を投げかけようというく

くりを分けさせていただいての報告書にしてあります。お願いします。 

【辻岡委員】  今までこの会議において、保育園については重点的に話し合いが多くありま

したが、こと幼稚園に関してはそれほど話し合いに重点を置いてこなかったので、市長への報

告としてここに上げることによって、保育園事業だけではなくて、また認定こども園だけでは

なく、幼稚園を幼稚園のまま利用する方向性も検討していただくという意味で、この最後の４

行を残してはどうかと思います。 

【鎌田委員】  私は実際問題、幼稚園にそんなに需要があるのか、という思いがあります。 

【辻岡委員】  それに関して保護者の視点から意見を言わせていただくと、今まで娘２人を

育ててきまして、来年度で計１２年間、保育園に通うことになりますけれども、幼稚園のこの

フェスタに行って、初めて幼稚園のほうがよかったけれどももう５年間通ってしまったので、

友達も顔なじみ、ここから幼稚園がいいという保護者の思いだけで、子どもへの提言をするわ

けにはいきません。幼稚園というものを周知していれば、そちらを選んでいたという保護者が

少なからずいるというより、逆に多いくらいで、保育園か幼稚園か非常に悩んでいる保護者は

周りにもたくさんいます。幼稚園がどういうサービスをしているのかを知っていれば、あえて

遠い保育園に車で通って、そこから出勤をするのではなく、近くの幼稚園を選んでいたという

保護者も多くおりますので、幼稚園の需要自体は、定員割れをしているのが現状ですけれども、

幼稚園を知っていたなら利用するという保護者は、これから増えてくるであろうと思われます

ので、需要はあると個人的には考えております。いかがでしょうか。 

【間弓委員】  私も辻岡さんと同じ考えで、やはり幼稚園も保育園に近づけるために延長保
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育の時間を長くしたり、努力はしている中で、やはりこの４行はこのまま、私たちが話し合っ

た中で、こういう意見も出たというのは残しておくべきではないかと思います。 

【伴副会長】  いかがでしょうか。この報告書の中に入れておいていいかどうか。 

【辻岡委員】  子育て支援の事業としてスタートしたのであれば、子育て支援サービスの１

つということで、ここに載せてもよろしいのではないかと思います。その点は保育課の皆様と

してはいかがでしょうか。あまり関連性はないことになりますでしょうか。 

【星保育課長】  この子育て支援サービス利用者へのコーディネートの推進といった中の１

つの事業として、やはり幼稚園は定員割れなどありますし、コンシェルジュが幼稚園のことを

聞かれることも多いので、部長からお話もありましたように、その幼稚園に通っている保護者

の方々に来てもらって、お母さん、お父さんに説明をしてもらおうと始めた事業なので、評価

の中でこういったコメントを入れてもらって問題はないとは思います。 

【伴副会長】  いかがでしょうか。今後は、方向性が少し変わるというようなご意見もあり

ましたので、幼稚園と連携して運営をすることで、保護者の理解を進め、幼稚園を活性化する

方向での運営を検討していただきたいと、そういうような感じでいかがでしょうか。 

【辻岡委員】  そうですね。よろしいと思います。 

【浦島委員】  幼稚園を活性化するというよりも、幼稚園を知ろうという事業の活性化と理

解しています。事業の活性化ということです。 

【伴副会長】  ありがとうございます。では次に行ってよろしいでしょうか。 

 では「ライフサポートファイルの活用について」、いかがでしょうか。 

【浦島委員】  表記のことで、５行目、「子どもの成長記録を両親だけでなく、兄弟祖父母な

ど」という、言葉尻で申しわけないですけれども、今、この「兄弟」の表記について、どうい

うルールが考えられているのか、あるいは、我々としてどういう表記がいいのかということを

考えていただきたいなと思いました。というのは、仮名表記のところもありますし、姉妹をつ

けるところもあります。ちょっとしたこだわりですけれども、どうでしょうか。 

【辻岡委員】  「両親だけでなく、家族ぐるみで」と、はしょってしまっても伝わるのであ

れば、きょうだいや祖父母が必ずしも同居しているとも限らないので。もしくは家族が祖父母

以外の場合もあるので。我孫子市は少ないと伺ってはおりますけれども、両親だけでなく、家

族ぐるみで残せる」でもここはよろしいのではないでしょうか。もし「兄弟」という表記が難

しいのであれば。「など」にすると、いろいろ含まれます。 

【伴副会長】  いかがでしょうか。ここはカットしてしまうということでいいですか。 
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【浦島委員】  我孫子市の中では、文書表記上のルールなど何か約束事はありますか。 

【長谷川子ども支援課長）】  例えば、子どもの「ども」は平仮名で記載することで統一して

います。当然、差別的な表現は禁止になりますが、そのほのかに関しては、特にありません。 

【三澤子ども相談課長】  こども発達センターですと、子どもの子は平仮名を使っています。

子どもさんたちのほうでもわかりやすいようにということもありまして、子ども相談課は漢字

ですが、こども発達センターに関しては平仮名での表記をさせていただいていますので、その

状況等に応じて使い分けるということはしていますが、先ほど長谷川課長のお話のとおり、そ

れ以上のことはないと思います。 

【伴副会長】  では、なくてもいいですか。逆に、「兄弟姉妹」と入れるか、どちらか。 

家族全員というふうにくくってもいいと思います。家族は兄弟、祖父母、両親も全部含まれる

と思うので。 

【浦島委員】  言わんとしていることは、両親だけの責任でつくるのではなく、家族みんな

がかかわりましょうよということを言いたいのですから、話がくどいです。家族ぐるみで残せ

るという言葉も変です。家族ぐるみで残せるという表現は何を言っているかわからないです。 

【鎌田委員】  家族ぐるみで活用できる、そんな感じでしょうか。 

【増田委員】  今までは両親だけだったような思いがあるけれども、そうじゃないというメ

ッセージですね。 

【間弓委員】  家族みんなでとか、全員とか。 

【鎌田委員】  記録を残す、でいいですか。 

【浦島委員】  そっちの言葉をくっつければいいじゃないですか。主体を両親だけでなく、

家族全員で子どもの成長記録を残せるというツールになることが、という風な流れにしたらど

うです。前後をひっくり返して。 

【伴副会長】  そんなふうにする形でいいでしょうか。 

【浦島委員】  私はこの１行がよかったと思います。我孫子市の愛のあふれる街を、市民全

体かかわっていて。「愛あふれたまち」という言葉が、ここにしか載っていませんけれども。だ

から、ここはここでいいと思います。この言葉がもし前文にでもあれば、もっと格調がよかっ

たかなと思いましたけれども。大事な言葉だと思いました。以上です。 

【辻岡委員】  総合計画のキャッチフレーズです。 

【伴副会長】  では次へ行ってよろしいでしょうか。 

 「幼稚園・保育園・小学校の連携強化について」、ありましたでしょうか。 
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【辻岡委員】  これも言葉尻で申しわけないですけれども、保育参観というものは、私の保

育園では、見るのではなくて保護者が主体となってやっているので、参観ではなくて参加です

と保育士の先生から説明を受けたのですけれども、幼稚園では見るだけなのでしょうか。 

【間弓委員】  幼稚園も参加です。 

【山﨑子ども部長】  これは小学校の先生方と幼稚園の先生、それぞれの立場の職員が保育

園を理解するために参観したという交流活動の１つですので参観です。保育園を参観するし、

学校の授業参観のほうにも出向いて行くという意味の内容になると思います。 

【辻岡委員】  幼・保・小のカリキュラムの保育参観ということでよろしいでしょうか。 

【浦島委員】  幼稚園にこだわることもないけれども、日常の保育の様子を見に行きましょ

うというだけの参観ですね。 

【辻岡委員】  園児たちがということですね。もしくは先生方がという。 

【浦島委員】  交流ということは、ここでは、教師もあるでしょうし、児童や保育園児もあ

ると思います。交流という、ただ参加ということはできないです。直接。 

【辻岡委員】  この文章の主語がなかったので誰の参観なのかなというのがわからなかった。

だから保護者の行っているものなのかなと認識してしまいました。 

【浦島委員】  指導者とか、教員とかそういうことですね。 

【伴副会長】  ここは主語を入れたほうがいいでしょうか。 

会議をしたり、カリキュラムをつくったりという流れで行くと指導者ですね。連携強化という

のも、指導者が連携するということから、子どももそれに参加する行事をつくっていくという

形になると思います。 

【浦島委員】  これは何というか、総合計画の事業の内容を把握しているという前提での文

章表現だから問題ないと思います。主体はその事業をしている学校の先生や、幼稚園の先生と

か、保育園の保育士さんだという前提は理解できると思う。 

【鎌田委員】  指導者間においてとか、指導者間におけるとかそういうことでは。 

【伴副会長】  いかがしましょうか。 

【浦島委員】  明確にしようとしたならば、そういう主語があったほうがいいのはわかりま

すけれども、そこまで全て厳密に考えなくても理解はできる。 

【伴副会長】  では、この形でお願いします。 

 では次に行かせていただきます。「子ども虐待防止対策地域評議会の運営について」。 

― 修正等なし ― 
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 よろしいですか。 

 ではその次に行かせていただきます。「障害児相談支援事業について」、いかがでしょうか。 

 前回これは、視察もさせていただいたので、とてもよくわかった部分だと思います。 

― 修正等なし ― 

 では最後の、小中学生のための「いじめ・悩み相談ホットライン」について、いかがでしょ

うか。 

【浦島委員】  最後の４行ですが、「……相談担当者の負担軽減や心のケアなどもしっかりや

る必要があると感じます」というこの言葉が、どういう実態から出てきた言葉か、私はわから

ないですけれども、実際に担当者がそういうふうに懸念している言葉なのか、あるいはほかか

らそういうことも想像されますよというような表現で、この言葉の行が入っているのか、わか

りません。私の考えとしては、この４行は要らないと思います。というのは、実際そこでやっ

ていらっしゃる方からの今までの報告等を見ると、そういう懸念される表記は１行もありませ

んし、またやっている方も、それを担当して、仕事としてやっていらっしゃる方だと理解して

いますので、単なるボランティアでやっているとか、そういうことでもないです。組織として

動いているはずなので、あえてこの表記はどうなのかと思いました。 

【伴副会長】  いかがでしょうか。 

【浦島委員】  担当者が減っているとかいうのは、直接ここにかかわることではない気もし

ます。 

【増田委員】  確かにおっしゃるとおりという気もしますので、報告には削除して、意見と

して入れてもいいのかと思います。 

【辻岡委員】  悩み・相談ホットラインがあることによって、そういうよりどころという場

所があるということだけでいいと。この担当者の言葉は私も記憶にないです。 

【伴副会長】  担当者が言っているというような、なかなか次の人たちを養成するのが大変

だというものはあったかと思うので、それから出てきていると思ったのですが。少なくとも報

告書の中には要らないでいいですか。 

【増田委員】  こういった話が出てきているのだから、報告は要らないけれども、担当課へ

は報告してもよろしいのではないですか。どなたかが思っていたわけですから。 

【浦島委員】  思っていたとしても、ここの意見として出るということは、皆さんがなるほ

どと思ってくださればいいですけれども、でも事業計画がこうであるような表現ですね。これ

は、この先思いやられるよということです。そういうことの認識は皆さんありますか。 
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【辻岡委員】  「小中学生のための」に関しては、最後の４行は不要なのではないでしょう

か。小中学生のための文章ではないです。 

【浦島委員】  事業を継続するために、こういうことにも留意する必要があります、という

ことならわかりますけれども、これは、これはもう大変ですよ、ということを言っています。 

【伴副会長】  いのちの電話は大変ですよと言っているのか。 

【辻岡委員】  検索すると、大概いのちの電話はつながらないというふうに出てきます。掛

けて繋がったためしがないというのは、こういう現状があるからなのかもしれませんけれども。 

【間弓委員】  ホットラインがあることを周知してもらうことによって、チラシとか、そう

いうものを配布してのご尽力を感じるというのを、とても私はいいなと思ったのです。まずそ

こを、一番最初に、こういうものがあるからひとりで悩まないでね、と周知してもらうという

ことを最初に謳ったほうがいい感じがする中で、最後にこの言葉があると、違う方向に行って

しまうのかと思いましたけれども。 

【伴副会長】  では報告書からは削除する方向でいいですか。 

その上で、各課への意見というのは、当審議会委員の誰かはこういうことを言っていますよと

いうのを、全体的にそういう意見が多かったではなくて、どなたかはこういう意見を言ってい

ますという形で、審議会からというよりは、審議会の委員からこういう意見が出ていますので、

ちょっと考えてみてください、というふうにしていますので、そちらには入れてもいいですか。

教育研究所宛の意見の１つに入れる形でお願いをします。 

では全体を通じて何かございますでしょうか。今いろいろいただいたご意見をまとめて、箕

輪会長とご相談の上、会長、副会長に一任していただけますか。修正部分は、文言等、若干の

修正を加えまして、確定したものを、事務局から皆様にメールでお知らせをするということに

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  １点確認ですが、浦島委員から「ライフサポートフ

ァイルの活用・普及について」で、「我孫子市の愛あふれたまち、がとてもいい言葉で、前文に

持ってきたら良かった。」というご意見があったと思うのですがいかがいたしましょう。 

また、「子どもの成長記録を両親だけでなく」から「価値ある重要な事業であると言えます」と、

一番最初の、「一人一人の就園」から「市の機関とつながりを持つことも可能になります」の文

を前後させては、と思いましたがいかがでしょうか。 

【伴副会長】  その３行を入れかえるということですか。いかがですか。 

【増田委員】  よろしいと思います。 
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【辻岡委員】  前文にあります、「市独自の子どもに特化した」のところに、「愛に包まれて

子どもが自分らしく育つまち」にしてはいかがでしょうか。「市独自」の漢字３文字にまとめら

れていますが、市独自というのが、つまり愛につつまれて育つまちということなので愛あふれ

たまちを入れるのであれば、この部分でいかがでしょうか。 

【伴副会長】  ありがとうございます。そのほか、よろしいでしょうか。 

【辻岡委員】  各課宛のところの、教育委員会宛は、ホットライン限定ではない文言がある

と思いますけれども、「……加害者に向けて警察と連携することなど」は、ホットラインとはか

け離れているので、ここは小学生のためのいじめ対策でもよろしいのではないかなと思います。

ホットラインに関することではないです。この下、小見出しを読むとストレスチェックを実施

するのは、なやみ・ホットラインではないです。警察と協力して、いじめに関することの啓蒙

を行うのも悩みホットラインではないですよ。小学生のためのいじめ・悩みホットラインに関

連することではありますけれども、いじめ対策としてこういうことを提案します、でよろしい

のではないかなと思うのですがいかがでしょうか。 

【浦島委員】  ここの「いじめ・悩み相談」という言葉ではなくて、いじめの解決は、いじ

め防止対策は、全国的な課題である。だからこんなことはどうですかということの文章がつな

がりますけれども、「悩み相談」となっているから、ちょっと違和感があるのではないかと。 

【辻岡委員】  そうですね。ホットラインとはまた別の、いじめ対策としての教育研究所宛

の意見を加えるのであれば、１点加えていただきたいのは、学校に在籍している心の相談員の

対応をもう少し研修していただくなり、質の向上を求めていただきたい、というような事を聞

きましたので加えていただきたいです。ぜひその一文、心の相談員の質の向上というものを入

れていただきたい思いがあります。いかがでしょうか。 

【伴副会長】  各課への意見についても、この審議会の中で検討した事業というようなこと

でないと、委員が個人として、いろいろなところに関心を持って、言いたいことを言っている

という感じになってしまうかなという気はします。 

【増田委員】  今の副会長のお話もしかりですけれども、委員の意見としては、取り上げて

もよろしいのではないですか。そうでないと伝えるものがありません。 

【辻岡委員】  私個人が、今急に思いついたというわけではなくて、子ども・子育て会議の

中でも何度か、自分の子や周りの子が、何度も心の相談員の方のところに行ったけれども、い

らっしゃらなくて相談できなかったとか、相談してみたけれどもあまり満足できる答えが返っ

てこなかったというのは、何回かこの会議でも発言していることなので、突発的な意見ではな
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いことも考慮していただけるとありがたいと思います。 

「小中学生のためのいじめ・悩みホットライン」に関しての意見、提案として出すのであれば、

私の申し上げていることは、そこには該当しないことであるのですけれども、そうすると、「警

察との協力、啓蒙」も違いますし、「ストレスチェック」のことも、ホットラインとは関係なく

なってきますので、いじめ防止対策という項目で入れるのであれば、先ほど申し上げた意見を

入れていただきたいですし、ホットラインというくくりで提案するのであれば、ここにある４

行は該当しないのではないかという矛盾です。もしこの４行を「いじめ・悩みホットライン」

で行くのであれば全く関連性がないと感じますし、これを防止・予防と、あと解決にして、こ

の４行を足すのであれば、ぜひ私の悩みを抱えている子が、相談して、さらにもっと傷つくよ

うな機会がないよう、指導を強化していただきたいという一文を加えていただきたいというこ

とですがいかがでしょう。ホットラインでは、「加害者に向けた警察との協力」は、文章として

は不必要というか、ここに書くことではないのかなと思いました。整理番号６－１２としての

提案であれば、ホットラインの周知であったり、周知がまだ徹底していないので、もう少し積

極的に、周知の徹底を行ってくださいという提案であれば、そうだと思います。 

【伴副会長】  この教育研究所宛の意見として、いじめ防止対策という大きなくくりでご意

見を提案することは可能ですか。 

【増田委員】  そういう難しいことを言わないで、この項目で一文加えればいいのではない

ですか。 

【伴副会長】  教育研究所が、これをもらったときに、ホットラインの話でしょう、ホット

ラインどうすればいいのというようなことになって、結局、意見として見てもらえない可能性

もあるかなと思うと、逆にいじめ防止対策という大きなくくりで、ホットラインも含めて、こ

んな意見も出てきています。重点としては６事業を見ましたけれども、一応全部の事業を見て

いるという話としての流れがあるとすれば、大きくいじめ防止対策というような項目を立てて

載せていくほうが委員からの要望や意見を上げることにはなると思います。 

【浦島委員】  私もその考えはいいと思います。「いじめ・悩みホットライン」というテーマ

はそのままにしておいて、悩みホットラインだけが問題じゃなくて、そこの大きなくくりのい

じめ防止対策という観点から、ますます充実が図られるようお願いしたい。以下のような要望

も出されております、意見として挙がっておりますとしておいて、ホットラインに直接かかわ

らない表記については、課題に載せるという形にしたらいかがでしょうか。電話することが目

的でなくて、いじめを防止することが目的なので。解決することが目的なので、そういう広い
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視点でそこを全体的に表記したらいかがかなと。結局、「いじめ防止ホットライン」をみんなで

考えてきたけれども、でもやっぱりそこだけじゃだめだよねということですよね。そういう問

題じゃない。いじめという問題を我々は、そういう新しい視点で物ごとを考えることはできな

いよねとわかったから、こういうふうにもっと大きいくくりで表現させてもらいますよと。 

【間弓委員】  先ほどホットラインのところで、担当者の質の向上の意見がありましたが、

つけ加えてもいいのではないですか。担当者のことをここに入れるのではないというのであれ

ば、対応する人の質の向上であるとか、そういうのをちょっとケアしてほしいというような言

葉を入れてもいいのではないでしょうか。 

【伴副会長】  ホットラインのところに入れてしまうと、ホットラインの担当者の対応にな

ってしまいますから。 

【辻岡委員】  ここは既に回答されているんですね。ストレスチェックの実施へ向けての協

議をしてもらいたいと、ここの文にはありますけれども、回答として、教育委員会から、スト

レスチェックの実施については、所管から外れるためできませんという回答がもう来ているの

で、さらにホットラインとして載せてしまうと、また同じことを聞かれて、また同じことを回

答することになるので、やはりホットラインを外して、教育委員会に直で訴えたほうが、「いや、

そこはうちの管轄じゃないので違います」ということにはならないかなと。ホットライン、担

当の方に行ってしまうということですよね。 

【伴副会長】  ではホットラインのところは、２番目、３番目の意見と、４番目の意見のう

ち、「全市的な取り組み」の部分を、そして付記する形で、「いじめ対策として、以下の意見も

ありますのでご検討ください」のようにして、いのちの電話、警察との協力と、ストレスチェ

ックと、先ほど出された辻岡さんからの心の相談員を入れることでいかがでしょうか。 

辻岡さんに意見をまとめていただいてもいいですか。 

【辻岡委員】  心の相談員とスクールカウンセラーの両方なので、心の相談員及びスクール

カウンセラーの質の向上を強く希望します。 

【浦島委員】  なぜと入れたほうがいいじゃないですか。例えば、その機能が充分果たされ

ていないような事例が見受けられますということですね。でも数が無いと、もちろん質が大事

だけれど、数とともにその質の充実を求めますという表現ではいかがですか。 

【伴副会長】  心の相談員及びスクールカウンセラーの中に、その機能が充分に果たされて

いない例が見受けられますので、数の充実だけでなく質の向上も図られるよう強く希望します。

それを加えての形に直していきます。以下、よろしいでしょうか。 
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長時間にわたってありがとうございました。 

では、各委員から出された意見を修正して、評価をまとめる形で、この後、事務局と箕輪会

長と検討させていただいて、先ほど申しましたようにメールでまた見ていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

次に議事の３番といたしまして、「平成２９年度子ども・子育て会議日程について。事務局か

ら説明をお願いします。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  では資料３をご覧ください。案として平成２９年度

子ども・子育て会議日程、２９年度は３回を予定しております。第１回目は２９年の５月２７

日の土曜日です。このときには、７５事業に対して２８年度の実績が上がってきますので、委

員の皆さんに報告いたします。それとともに、２９年度に特に注目して見る事業の抽出をして

いただきたいと考えております。第２回目の会議では、注目する事業の、所管課に対しての質

疑を、場合によってはヒアリングを行うなどして、事業評価にまとめていきたいと思います。

３回目の会議では、本日行ったように、評価内容の確認などをして、また施設の視察などを考

えております。このような流れで会議３回を予定しております。案とはあるのですけれども、

できれば５月２７日、８月１９日、１１月１１日を、ご予定として入れていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

【伴副会長】  ではこの形でお願いしたいと思います。 

【増田委員】  既に第３回の１１月１１日というのは予定入ています。遠い先の会議なので、

こちらの会議のほうを変更していただけないでしょうか。開催日時が、第４週、第３週など、

この会議はまちまちです。この会議に合わせて押さえてというのは、事務局の意見としてはわ

かるのですが、皆さんも、既にある程度、今の時期だと来年の予定は入ってきたりしている方

もいらっしゃるのかなと。これでやりますよと決定されれば、欠席しますよという話になるの

で、それが調整可能ならばという話ですけれども。 

【辻岡委員】  皆様がおわかりになるかはまだわからないのですが、５月２７は、非常に運

動会とかぶる可能性が高いかと思いますけれども。 

【増田委員】  運動会と子育てフェスタと重なります。 

【辻岡委員】  まだ来年度の予定が学校や保育園から配られていないのですが、例年を考え

ると、２０日、２７日あたりにどこかしらの小中学校で運動会があるので、重なる可能性が非

常に高いかなと危惧されますが、そのあたりいかがでしょう。この中でかぶった場合、出席で

きない人数がかなりふえるのではないかなと思われるのですが。もうここは動かせない感じで
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しょうか。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  例えばこの会議は土曜日に行っていますが、日曜日

や平日の夜は難しいでしょうか。運動会があるとなると、お天気によっては翌日日曜日になっ

てしまいますが。または土曜日の遅い時間などでかいかがでしょうか。 

【伴副会長】  ５月２７日を中心に、小学校のほうも確認をしていただけますでしょうか。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  運動会の日程を確認させていただきます。 

【伴副会長】  では次年度は３回の予定でございます。 

【増田委員】  できれば３回目の１１日は調整していただきたいです。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  １１月はまだ先ですので、もし欠席者が多いようで

あれば近くなりましたら調整させていただくということでよろしいでしょうか。 

【伴副会長】  また来年度になったらということで、予定がわかりましたら早目にご連絡い

ただければと思います。 

 では、次に行かせていただいて、４番目、子ども部各課からの報告に移らせていただきます。

山﨑部長からお願いします。 

【山﨑子ども部長】  私のほうから、口頭だけの説明で申しわけないんですけれども、平成

２９年度の我孫子市の一般会計予算の案が決定しました。新聞のほうでも報道がありましたの

で、ご存じの方もいるかと思いますけれども、２月２２日から始まります議会のほうで、最終

決定になりますが、目安ができましたので、子ども部事業の経費について少しご説明できれば

と思いましたので、お時間をいただきたいと思います。 

 平成２９年度、一般会計と特別会計がありますが、子ども部の事業に関しては、一般会計に

関します。一般会計予算は、平成２９年度３７６億６,０００万で、今年度が３９２億８,００

０万からスタートしていますので、今年度と比べると４.１％の減ということになります。額に

すると１６億２,０００万円です。その中で、予算額のほぼ半分近くの４５.６％に当たる予算

が民生費になります。社会福祉費、生活保護費などを含めたものが民生費になりますが、その

民生費の４割近く、３７.５％の６４億５,４７０万７,０００円という額が子ども部の予算にな

る形になります。 

 それともう一つ、幼稚園・青少年関係は、民生費とは別に、教育費という形の中で賄われて

いまして、教育費は、ほんとうに全体予算の９.８％ですけれども、その中の、７.６％が、子

ども部に関連する幼稚園関連等の事業という形で進んでいくことになります。２９年度の子ど

も部の経常的な経費とは別に、新たな経費としましては、先ほど保育課の星課長からも説明が
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ありましたけれども、新しい民間保育園が２園できます。そして、今まで公立で運営してきた

保育園が２園、民間に移行していくという形で、その事業への委託料ですとか、補助をお出し

するような形がありますので、国や県からも入ってくるものはありますけれども、そのあたり

の経費がやはり大きいところで出ていくような形になります。それから、公立保育園の外壁の

工事、大分老朽化しているところもありますので、そういうところへの経費等々になります。 

 子ども支援課事業関係では、根戸小、この後説明がありますけれども、根戸小の学童保育室

とあびっ子クラブが、提案型公共サービス民営化制度で、事業の採択を受けまして、運営を民

営化にしていくという流れがある中では、このあたりに新たな経費を要するところです。 

また、今年度も進めていますけれども、少子化対策検討プロジェクトの１つとして、結婚相談

所事業を進めていますが、そのあたりを充実させていこうという形をとっております。 

 こども発達センターでは、利用者が増えたことで、送迎バスを、今あるものよりも、さらに

ルートを増やしていくというところで、それにかかる経費ですとか、相談されるお子さんのケ

ースを管理するシステムの改修で、経費がさらに要していくような形になっております。 

 雑駁な説明でしたけれども、以上のような形で子ども部の事業を２９年度も充実、推進して

いきたいと思っておりますので、よろしくご理解いただければと思います。以上です。 

【伴副会長】  ありがとうございます。何か質問などございますか。 

【鎌田委員】  その中にオリンピック関連予算はありますか。 

【山﨑子ども部長】  それは民生費ではなく企画のほうの予算として取っています。新たな

政策費として挙げております。 

【鎌田委員】  子ども部として、オリンピックに関して、どのように考えていますか。 

【山﨑子ども部長】  子ども部としては、特段それに関する経費は用意していません。 

【鎌田委員】  ちょっと調べてきたのですが、ぜひオリンピック関連にしても、少し聞き入

れてもらいたいと思いまして、千葉県のほうで体育・スポーツ振興条例というのがありまして、

その中で、「子どもの体力向上と体育の充実」ということで、「子どもの心身の健全な発達及び

体力の向上を図るため、市町村及びスポーツ関係団体等と連携し必要な施策を講ずるよう努め

るものとする。」とうことで、市町村でもやってくださいねというふうに県のほうでもうたって

いるので、ぜひ我孫子市でも。柏のホームページを見ると、柏はオリンピック・パラリンピッ

クに向けた柏市の基本方針ということで、ホームページ上に公開されているので、ぜひ我孫子

でもそういうものをやってもらいたいなという思いがあります。 

【山﨑子ども部長】  我孫子市としても、オリンピックやパラリンピックに向けた取り組み
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はやっております。ホームページのほうで、政策費の一覧なども出ているので、そこの中に項

目として入っていると思います。それからもう一つありました、子どもたちの体力増進は県の

方針ですけれども、そのあたりに関しては、市の中で、生涯学習、教育委員会のほうが主にな

って、その取り組みは進める形をとるようになると思います。今日、私がご説明させていただ

いたのは、子ども部というところに特化してのご説明でしたので、広い意味では、そういうも

のがきちんと、県や国からの方針もおりてきて、市のほうでも取り組んで、経費には上がって

きていると思いますので、ご理解いただければと思います。 

【伴副会長】  そのほかよろしいですか。では続きまして子ども支援課長からお願いします。 

【長谷川子ども支援課長】  私からは、先ほど部長からもありましたけれども、根戸小学校

の学童保育とあびっ子クラブの民営化ということでご報告させていただきたいと思います。な

ぜ民営化するのかというところですけれども、提案型公共サービス民営化制度を平成１８年か

ら、全市的に取り組んでいるところです。これは市の事業すべてを公表しまして、民間企業、

ＮＰＯ法人、あるいは市民団体等が、うちでやらせていただければ、もっとこういういい部分

をつけ加えて事業展開できますよとか、あるいはコスト的にもっと抑えられますよというとこ

ろで提案をしていただく形になります。提案をしていただいたものについては専門家の審査会

で、市民にとってメリットのある事業か、実現性のあるものなのか、あるいはコスト的にどう

なのかというようなところを中心に審査をして、採択を決めていくということです。そこに根

戸の学童保育室とあびっ子クラブの運営が挙がりまして、１０月２３日の審査会で採択されて

います。 

 採択されでも、すぐに事業化というわけではなくて、さらに事業化するための予算協議をし

ます。根戸小については事業化することに決まりました。保護者の方々には、１２月３日の父

母会の総会があったところにお邪魔させていただきまして、民営化についてのご説明をさせて

いただきました。急な話だということで、父母会のほうもかなりとまどいや不安を持たれた保

護者の方が多かったというのが実情です。 

 その後、アンケートを取らせていただき、また父母会での議事録を全ての根戸学童保育の父

兄に配布させていただきました。アンケートの中でご意見やご質問等については全てお答えし、

それを全てまた根戸の父母の方にお返ししたりしました。先月、１月２８日に、再度説明会行

いまして、その中で４月からの民営化についての了承はいただけたというところです。 

民営化の企業は、シダックス大新東ヒューマンサービスになります。全国でも１２０箇所くら

いの学童保育の運営、学校給食の運営を担っており、図書館の運営も担っている会社です。 
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 根戸のスタッフや他のあびっ子クラブの学童保育のスタッフさんでも、もしシダックスに転

籍したいという方がいれば、優先的に採用しますというお話がありまして、結果として、今現

在１０名の方がシダックスに転籍して、根戸の運営に当たることになっています。その辺りが

父兄の方からすれば安心材料になっていると感じています。 

 また、４月からの民営化に向けて、３月にはシダックスのスタッフ何名かに根戸へ来ていた

だいて、研修などを行いながら、保護者の方の不安を少しでもぬぐい、４月以降の委託に向け

て準備していきたいと思っています。以上です。 

【伴副会長】  ありがとうございます。何かご質問ありますでしょうか。 

【浦島委員】  これは四小と同じ会社ですか。 

【長谷川子ども支援課長】  四小はアンフィニです。 

違う会社が、それぞれ切磋琢磨していただければ、よりよい保育に繋がると思います。 

【鎌田委員】  今、民営化は何校あるんですか。 

【長谷川子ども支援課長】  今は四小だけです。 

【鎌田委員】  それ以外、計画はありますか。 

【長谷川子ども支援課長】  実は三小も、シダックスが挙がっています。それも民営化に向

けての採択はされていますので事業化はこれからです。三小は学童保育室が学校の外の空き店

舗を借りておりまして、非常に狭くなってきています。たまたま大家さんが隣でお店をされて

おり、もし学童保育室で使うのであれば、優先的に貸したいという申し出がありましたので、

そちらを整備して拡張して、それからということで、３０年度を予定しています。予算につい

ては未定です。 

【伴副会長】  そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 ではライフダイアリーについて三澤課長からお願いいたします。 

【三澤子ども相談課長】  では資料４をごらんください。 

詳細につきましては、こちらの記載のとおりとなりますので、目を通していただき、もし何か

わからないことがあればお尋ねください。 

また、３月１９日の日曜日に、あびこショッピングプラザで「あびこ子育てフェスタ」が開催

されます。子ども相談課では、「虐待の啓発」ということで参加させていただくのと同時に、ラ

イフダイアリーを配布するブースを設けまして、そこでも配布したいと思っています。 

【伴副会長】  ありがとうございます。先ほども話題になりましたライフダイアリーです。

配布が進んでいるようでございますが、何かございますでしょうか。 
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では最後にその他といたしまして、この３月をもって、今年度で退任される委員さんがいらっ

しゃいますので、ご紹介をお願いいたします。 

【長谷川子ども支援課長】  ここまで、計画の策定から携わっていただきほんとうにありが

とうございました。浦島委員が、この３月いっぱいをもちまして退任をされるということです

のでご紹介します。 

【浦島委員】  長い間お世話になりました。我孫子の優秀なスタッフとともに、一緒に勉強

させていただいて、子どもたちも、誇れる子どもたちをたくさん育てることが喜びであります。

ますますのご活躍をお願いいたします。ありがとうございました。 

【一同】  ありがとうございました。 

【伴副会長】  残念ではございますが、ありがとうございました。 

 傍聴の方はいらっしゃいません。これで全ての議事、報告事項、終了いたしました。 

お時間がかかりまして申しわけございませんでした。 

これにて第４回子ども・子育て会議を閉会といたします。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


