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平成２８年度 第３回我孫子市子ども・子育て会議議事録 

 

● 開催日時 平成２８年１１月１９日(土) 午前９時３０分から１２時００分 

 

● 開催場所 こども発達センター 別館プレイルーム２ 

 

● 出 席 者   

(委 員) ○箕輪会長、○伴副会長、○浦島委員、○増田委員、○菅原委員 

○水野委員、○松山委員、○鎌田委員、○間弓委員 

 (市職員) 山﨑子ども部長、岡本こども発達センター所長 

遠藤こども発達センター副所長 

  (事務局) 長谷川子ども部次長兼ども支援課長、中場子ども支援課長補佐 

 

● 議 題 等 

１ 開会 

２ 議題 

（１）平成２８年度進行管理６事業 委員からの質問と回答 

（２）我孫子市健康福祉総合計画推進協議会委員の推薦について 

（３）子ども部各課からの報告 

（４）その他 

３ 次回の日程について 

４ こども発達センター視察 

５ 閉会 

 

●公開・非公開の別  公開 

 

●傍聴人・発言者数  傍聴人 ３人 ・ 発言者 有 

 

●会議の内容 
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―― 議事録 ―― 

 

平成２８年度 第３回我孫子市子ども・子育て会議 

平成２８年１１月１９日 

 

【箕輪会長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第３回「我孫子市子ども・

子育て会議」を開会いたします。 

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。ご了承ください。 

なお、本日の会議には、委員１０名中９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、以上のとおり本日は定足数を満

たしております。 

本日の傍聴人は、３人でございます。傍聴人は会議中の発言は認められませんが、議事終了

後に１人３分以内で発言ができますので、ご了承をお願い致します。 

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 28年度進行管理６事業について、委員からの質問と回答について、事務局より

説明をお願いします。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】 

－ 平成28年度進行管理６事業について、委員からの質問と回答について説明 － 

【箕輪会長】  ありがとうございます。事前に皆さんから質問を受け、それに対する所管

課からの回答です。何か確認しておきたいことなどございますでしょうか。菅原委員。 

【菅原委員】  ライフサポートファイルの周知・普及のところに、フェイスブックとありま

すが、どこの、どういう言葉で検索してフェイスブックで確認することができますか。 

【遠藤こども発達センター副所長】  はい、我孫子市と、「ライフダイアリー」で確認するこ
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とができます。他の自治体では、「ライフサポートファイル」という名称ですが、「ライフダイ

アリー」はおそらく我孫子市独自なので、「ライフダイアリー」で検索していただけると出るか

と思います。 

【菅原委員】  はい、フェイスブックは、私もよく見ますし、知り合いもよく見ています。

広報、ホームページも検索することができますが、一番身近なところで広められるものかと思

います。 

【遠藤副所長】  ありがとうございます。 

【間弓委員】  質問ではありませんが、「ライフダイアリー」を閲覧できるということで、利

用見本のような、中身の記入してあるものを閲覧できると、具体的に、こんな形でこういうも

のが利用できるかなというのを感じました。というのは、子どもの成長記録というのは、何と

なく母親だけが作成していくようなイメージがあるのですが、そのようなものがあることによ

って、お父さんや、おじいちゃん、おばあちゃん、兄弟や、みんなが子に対して成長を見守っ

ていく証であるんだ、というきっかけづくりにもなると思うので、ぜひ、閲覧だけではなく、

こういう感じで利用しているよ、というのが大変かも知れませんが、中身を具体的に埋めてい

るものを拝見できたら、より何か身近に感じられるのではないかなと感じました。 

【遠藤副所長】  ありがとうございます。中身の書いてあるものは、発達センターに置いて

あります。ほかの場所には置いていないので、ライフダイアリーの検討委員会等で、中身も入

れたもので、いろいろなバージョンがあると思うので、それを他にも置くようにということで、

意見として承り、検討委員会に上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【間弓委員】  ありがとうございます。 

【箕輪会長】  鎌田委員、お願いいたします。 

【鎌田委員】  同じくライフダイアリーなのですが、利用している家庭に直接意見を聞くこ

とが難しいとなっていますが、ホームページやフェイスブックなど、いろいろ公開しているも

のもあるので、それを使えば意見収集もできるような気もするのですが、いかがですか。 

【遠藤副所長】  最近そのようなメディア、ＳＮＳというものが今のお母さん達には使いや

すいことだと思うので、工夫して、それも検討委員会で協議したいと思います。 

【菅原委員】  お願いします。また、幼稚園・保育園・小学校の連携強化事業で、問いの５

の回答で、「幼稚園・保育園間の交流実績１１回」となっていますが、これは我孫子市全体の保

育園で１１回なのか、どこかに絞って１１回なのか。問４の幼保小の職員間の交流数では、各

園・学校とも平均１０回以上の交流を持っていますという回答がありますので、これはどうい
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うふうな数字で見たらいいのかなと思いまして。 

【山﨑子ども部長】  これは幼稚園同士とか、幼稚園と保育園との交流があった回数は１１

回、大体は幼稚園や保育園の子が小学校との交流を持っているのですが、場所により、また園

の考え方によって、保育園同士の交流をしたり、幼稚園同士、それから保育園と幼稚園の同じ

年齢の子どもたちの交流もしているということの回数になります。それが１１回で、学校との

交流はまたそれぞれ１０回以上持っているという捉え方をしていただければと思います。 

【菅原委員】  これは、今年前期、半年で１１回でしょうか、２７年度でしょうか。 

【山﨑部長】  ２７年度です。もともと幼稚園・保育園・小学校の連携強化の主旨は、小学

校に滑らかに子どもたちが移行していけるような体制の一つをつくっていきましょうというこ

とで、幼稚園・保育園と小学校との何かしらの活動を市の中で広げていきましょうということ

で始まった活動ですけれど、その中で、地域の中で子どもたちの横のつながりも大事というこ

とで、幼稚園同士、保育園同士、そして幼稚園と保育園の子どもたちの関係づくりもして、小

学校に入ったときに、「あ、あのときに一緒に遊んだ子だよね。」ということも見えてくるとい

い、という動きの活動をしていこうということで広がってきています。それが２７年度は、各

地域で何回かあったのでしょうが、トータルすると１１回という記載になっています。 

【菅原委員】  月に１回位は、どこかでそういうことが行われているということでしょうか。 

【山﨑子ども部長】  計算的にはそうです。 

 実際は、年度初めそれぞれ、進級で園の子どもたちの環境も変わりますので、なかなか落ち

着かなかったりしますので、落ち着いてきた時期、夏以降、秋など、そういう時期での交流が

多くなってくると思いますけれども、その園の考え方で、それぞれ園の中での活動もあります

ので、そこに支障のない形で他園との交流もしているという状況だと思います。 

【箕輪会長】  これは、全園の実施というわけではなく、園ごとに、お互いに自主的にとい

いますか、そういう形での交流ということになりますか。 

【山﨑子ども部長】  そうです。この中にもありますが、地区別会議を年２回、担当者の先

生方が集まるレベルの中で実施していますので、先生方同士の話し合いの中から実際に活動に

広がっているということですので、地域によってや、園の考え方で、このような活動の広がり

ができている状況です。これが市内全部に広がれば、また子どもたちの滑らかな移行の一つに

もなっていくと思っていますが、現在はそのような状況です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

【鎌田委員】  子ども虐待防止対策地域評議会の運営ですが、ここに何々委員会、会議は何
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月に実施したとなっていますが、どんな会議だったのか、日時、議題や協議事項など、これを

実施要項という欄を設け、記入してもらいたいと思っています。このことについて、事務局に

質問させていただきましたら、この委員会で協議してください、ということでしたので、私と

しては、議題や協議事項も載せてもらいたいと思っているのですが、ほかの委員の方はいかが

でしょうか。 

【箕輪会長】  ご意見、いかがでしょうか。委員の皆様。 

【鎌田委員】  簡単に言えば、「今日はこの内容を話し合いました。」ですとか、会議の議事

録等があれば、「議事録あります」という記載で構いません。それが全くなく、「何月に実施し

た。」だけですと、どのようなことを話しているのか、この場で見えないと思いましたので。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。事務局でこういったものの議事についての公開はさ

れていますか。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  会議によります。審議会では必ず議事録をホームペ

ージで公開しておりますが、意見交換的なものですと、文書はまとめられでも公開はしており

ません。 

【箕輪会長】  それは、公開しなくてもいいということから公開されないのか、公開できな

いというところで公開していないのか、その会議によってさまざまということでしょうか。 

【事務局（中場補佐）】  審議会等の公開に関する規則に基づいて公開しています。 

【山﨑部長】  子ども虐待防止対策地域評議会の運営については、公開していると思います

ので、例えば「議事録は公開しています。」のように書き加えることはできると思います。実務

者会議と個別支援会議については、個人情報についての関係者の情報の共有ですので、公開は

しておりません。例えば、「この地域で誰々さんが今、こんな状況ですけど、じゃあ、保健セン

ターさんはどんなかかわりをしていますか。」など、そういった担当者レベルの、同じ目線でそ

の子たちの支援をしていこうということでの会議ですので、公開はせず、内容としては、ご質

問にあったような中身で進めているということになります。 

【鎌田委員】  そうであれば、代表者会議の部分をもう少し具体的にしてきていただいて。 

【山﨑部長】  公開しています、ということですが。 

【鎌田委員】  それから、その会議の内容の部分ですが、実務者会議とか個別支援会議に関

しては、より小さい会議と思うので、これに関しては、何回やったという記載だけでいいと思

います。全ては、これらと同列に明記なので、もう少しランク分けといいますか、そういうこ

とをしていただきたいと思います。 
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【箕輪会長】  事務局でご検討いただけますでしょうか。 

【事務局（中場補佐）】  そのようなことは、子ども・子育て会議の意見としてまとめていた

だきたいと思います。実施内容の欄の記載をどこまで求めるのかということをこの会議でお示

しいただきたい。例えば、いままでどおり、実施内容には実施時期・回数の記載として、会議

の内容は、議題が記載された次第などを別に添付してもらうなど。実施内容の欄に会議の内容

まで入れてしまうと、この進行管理表はエクセルの表なので入力はできますが、あまり欄が広

がってしまうと見ずらくなってしまいます。また、進行管理する上で、皆さんがどこまで細か

く求めるのか、ということもありますので、皆さんで決めていただきたいです。 

【鎌田委員】  私は、今年度の重点事業に選ばれたものに関してはより細かくでいいと思い

ます。 

【事務局（中場補佐）】  それは、この表の中に全て入れてしまうのか、それとも補足という

形で添付するのか。いじめホットラインでは、所管課が進行管理表の他に補足を付けてくれま

したので、皆さん補足を見て理解を深められたと思います。 

それから、今年度は２７年度実績の１年分の進行管理表ですが、来年度以降は２７年度、２８

年度、２９年度と年度別に実績が比べられるような一覧表での進行管理表になります。ですか

ら、この実施内容の中に会議の内容まで入れてしまうと、見にくいものになると思います。 

【鎌田委員】  例えば、これは、あくまで簡単に見られるもので、より詳細なのはここにあ

りますという感じで、リンクで飛べるような感じでしてもらえると、よりいいかなと思います。 

リンクと言っても紙上ですので、補足説明ということで印刷していただければと思います。 

重点事業に選ばれたからには、より細かくということで、そのようにしたほうがいいと思いま

す。それ以外に関しては、今までどおりでいいと思うのですが、ほかの方はいかがでしょう。 

【箕輪会長】  皆様、いかがでしょうか。はい、増田委員。 

【増田委員】  子ども・子育て会議の役割の中に進行管理とあります。進行管理とは、「やっ

たか、やらないか」、「できたのか、できないのか」、でいいのではと思っています。中身云々に

ついてはその専門分野の方がするべきこと。そこまで必要なのか、必要とするべき会議なのか、

と思います。進行管理の中で、「きちんと進行しています」、「いや、していません」、「では、し

てくださいね」、ということですので中身がどうだというのは、この会議で必要なのでしょうか。 

【箕輪会長】  そうですね。意見としてでは出すことはできます。ただ、進行管理表をつく

った際に詳しくという話もありましたが、やはり事務局からお話があったように、年度で比べ

られるところで、こちらのほうをかなり細かく書いてしまうと、これをつくっていく側として
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も大変であり、指標についても、先ほどいじめのただしのほうで、このようなものは必ずしも

目標を達成したからいいということではなく、いじめが減っていったほうがもちろんいいので

す。参加する方が多くなったほうがいいものと、減ったほうがいいものがあり、単純に比べる

ことができないという議論がある中で、まず進行管理表はできるだけシンプルな形で、ぱっと

見てわかるものにしようとなりました。そして必要なものがあれば補足するということで、資

料等を作っていただいたり、場合によっては、課の方に説明を求めたりということは可能です、

という形にはなっています。 

 ですから、進行管理の表としては、増田委員がおっしゃったようにシンプルな形で、まずや

っているか、やっていないかと、目標を達成しているかということと、中身が具体的にどうだ

ったかという概要が、まず全体がわかる形でまとめることで、去年は話が進んでいました。 

【増田委員】  概要があれば細かくわかる必要はないです。わからなくても進行管理はでき

るわけですから。 

【箕輪会長】  細かい部分で、わからない部分については、この子育て会議で今回のように

質問していただき回答を受け、また会議の場で直接回答がある場合もあります。また、会議の

期間があいてしまう場合は、メールで回答の形でも進めることはこれまでもできています。 

【鎌田委員】  メールですとクローズになり、オープンな形になりません。 

この会議はオープンな場でやっているので、オープンな形で記録が残るような形で話し合って

いったほうがいいのかなと。どうしてもという場合は後日でもいいと思いますが、初めからク

ローズな場でやっているというのは趣旨に反する感じもします。プラスでいいますと、年度ご

とにいろいろ変わっているというのがあると思うので、去年まであったけれど今年になって変

わったものも、今見ていて幾つかあったので、そういうものを反映して形にしないと、古いま

までというのがあり、新しいのは実際どうなったというのがいろいろあると思うので、そうい

うのもこの会議でチェックしたほうがいいのかなと思います。 

【箕輪会長】  今の鎌田委員のご意見に対して皆様、ご意見いかがでしょうか。浦島委員。 

【浦島委員】  鎌田委員さんは、一番、この進行でご自身が知りたいことは、進行の全体は

もちろんだけれども、各課の課題の会議と内容について深く知りたい状況になったときに、そ

れはこの場ですぐに情報が自分なりに確認できるようなシステムにしてほしいという、そうい

うご意見と捉えていいですか。例えば、先ほど出ていましたけど、これは子ども虐待防止で代

表者会議が年２回開催されるということについて、じゃ、１回目については、ここに書かれな

くてもすぐに情報が自分なりに確認できる、そういうシステムや何か手だてが欲しいというふ
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うに考えているということですか。 

【鎌田委員】  一番詳しく知っているので、やっぱり所管課の方で、年２回会議を開催して、

それをここに載せたとしても、それを載せるのがさらに後になってからです。そうすると、結

局、ここで何月何日に開催したとなっていて、実際どういう話なのかということは、この会議

で知らなくていいのであれば、ここに載せる必要性もないと思います。 

【浦島委員】  実績として載せるのではなくて、同時並行的に私たちが確認したいという、

そういうことですか。会議、例えば今年は２８年度ですよね。２８年度途中のやっている内容

について、この会議でもその内容について反映させてほしいという意味ですか。 

【鎌田委員】  僕はそう思います。 

【浦島委員】  そうだとしたら、ここに書かれているのは２８年度で上半期だけだけれども、

それはそれで、そこに書かれている事実については確認できます。最低、期日については。 

【鎌田委員】  期日と、課題と対策。進行管理表の中にも課題と対策とあり、明確にしてほ

しいと思っていましたので、所管課がどういう課題を持ち、対策を考えているかというのは、

事業作用ということでないにしても、最低限、チェックしたほうがいいと思います。 

【浦島委員】  課題等について明確に書かれているところと書かれてないところがあったと

いうことは確かだと思いますけれども、それは課題として、２７年度の課題について、意識し

ながら２８年度やっていらっしゃると我々は信じているわけです。 

【鎌田委員】  善意的に考える形で。ただ、悪く考えると、そうではないですが。 

【浦島委員】  そこでだらだら言っているかもしれないということですね。それはあります。 

【鎌田委員】  そのようなこともあるので、所管課でしっかり課題と対策を持ってやっても

らったほうが、こちらとしてもやりやすいと思います。 

【浦島委員】  それを基本的に誰もが共有できるというのが指標という形で、一つの手段と

して、みんながある程度合意できる数として出されているものだと思います。それが最低、私

たちが今確認できていること。課題と内容についてそれぞれ、どうしても深く詳しく知りたい

ということであれば、後日メールなどしかないですね。 

【鎌田委員】  ただし、話し合った内容に関しては、次の会議でこういうのが出ましたけど

それに対しての回答のような感じでやってもらったほうが、東京都ではああいうことがあった

ので、ほかの自治体はどうなのかなというのが不信感としてあります。 

【浦島委員】  できる限り、直近の内容について、反映できるものは反映してほしいという、

そういう趣旨と捉えていいですね。そういう意味ですね。 
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【鎌田委員】  そうです。必要であればというところです。 

【増田委員】  今のお話ですと、７５事業あって、そこまでできるのでしょうか。また、私

たちの場でそういった話は持てるのでしょうか。 

【箕輪会長】  昨年度までの会議の中で、一応その７５事業というところがすごく多過ぎる

ので、重点的に６事業を選択させていただいて、今そちらの進行管理を行っているという状況

で、やはり全ての事業についてこちらで見ていくということはなかなか難しいので、一応指標、

結果は出していただいていますけれども、なかなかそのあたりまでは難しいことかと思います。 

【増田委員】  それであれば、突き詰める細かい中身の事業については、所管課にお任せし

てしかるべきであって、私たちはそれを適切に進行できるかどうかで良いのではないかと思い

ます。 

【箕輪会長】  そうですね。ほかのご意見、伴委員いかがですか。 

【伴副会長】  内容を詳しく知りたいと思うことはあると思います。そのために、一旦出し

ていただいてものについて、質問なり、要望なり、今回のような形で集約していただくという

ことになるかと思うので、例えば、子ども虐待防止対策地域協議会の代表者会議、年２回やっ

ている中身について、去年と今年と何か変化があるのかどうか。毎年通例でやっているものを

そのまま今年も同じようにやっているものなのかどうか教えてほしいという質問を出していく

ということで、例えば、会議の次第とかもあれば公開してもらいたいという要望をすれば、そ

のときには集めていただけるものは集めていただけると思うので、基本的にはきちんとその事

業をやっていただいているということを確認できればという観点からすると、全てについて、

あらかじめ全ての資料をというのは必要じゃないのかなと私は思います。 

 何となく滞っているのではないかという疑問が湧いたときに、この事業についての中身をも

う少し詳しくというのは、ヒアリングの機会もいただけることなので、ぜひ今回のような形で、

会議自体は一旦提示されて、それですぐ納得しなさいではなくて、見せていただいて、質問の

機会もいただいて、今回のような形でというような時間的な余裕もいただいた上での資料収集

なり、質問項目の提出なりというところを確保していただけると、私としてはありがたいなと

思っています。 

【箕輪会長】  水野委員、いかがでしょうか。 

【水野委員】  済みません、私、今日、初めてでございますので。 

【箕輪会長】  松山委員、いかがですか。 

【松山委員】  この進行管理表、すごく私は見やすいと思っていますが、例えば書き方を、
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課題設定のフォームにのっとって書いたらどうかな、と思います。例えば、目指す姿は趣旨・

目標・目的というのがある。これをゴールとして、これを目指すためには、現状はどうなって

いるのというので、例えば虐待だと実際は、職員が少ないとか、実はいろいろな問題があると

思います。進行するにあたって。それをきちんと現状はどうなのか、問題は何なのか、その問

題に対してどういう課題設定をするのか、というふうにしたほうが、より私たちも、進行がど

のように移っているのか見やすいのではないかと思います。 

実は、ここに市役所の方のすごいご苦労があります。また、正直言いますと、幼・保・小連

携の会議は毎月あります。主任はもうてんてこ舞いです。１０月に入ってから、あれもこれも

やり、保育園の保育目標もありますし、就学年に入るためのプログラムもあり、それに合わせ

て小学校と連携というので、また一つ問題が増えたのです。共通していることはこれとこれだ

から、共通していないことはこれだねっていうのをあぶり出さない限り、どんどん仕事が増え

ていきます。そして実際、子供はどうなのというと、いろいろな問題を抱えていて、その問題

を全く解決できていないということも出てきたりします。ですから、実際はとても、虐待防止

のためにこんなことをやっている、発生するのを予防するのはとても大切だと思いますから、

発生してから動くことも必要だと思いますが、予防してやることも、こういうことをやってい

ることをアピールすることも大切ではないかと思います。 

【箕輪会長】  間弓委員、いかがでしょうか。 

【間弓委員】  私も具体的には、もし必要であれば別途資料を添付みたいな形でご案内して

いただければ十分かなと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。浦島委員。 

【浦島委員】  現状で、形はいいと思いますね。もしできるのであれば、例えば、虐待防止

では、例えば年２回、会議の代表者会議があり、７月２１日に開催されました。これがもし議

事録として公開されているのであれば、「ホームページに公開中」と表記していただけるだけで

も、これは我々が確認できるとか、あるいは市民の皆さんに公開されているということがわか

るわけです。今説明されて初めて、代表者会議は公開しています、それ以外は個人情報がある

ので公開していませんということがわかるわけです。そういうふうに何か目印になるものがあ

ると、もう１回調べてみたい、詳しく理解したいということであればそこに資料として我々は

利用できると思いますので、そんなちょっとした工夫もあればいいかと思います。形としては、

基本的に指標を中心とした管理運営でいいと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。指標を中心としてというところでの管理で、必要が
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あればこちらでお願いをして補足資料をつけていただいたり、会議の公開というのも示してい

ただくという形で進めるというご意見が多いと思いますけれども、それでよろしいですか。 

【事務局（中場補佐）】  確認ですが、この進行管理表自体は現状どおりで、詳細が必要であ

れば、補足資料等を出してもらうということでよろしいですか。また、来年も重点的に進行管

理する事業を幾つかに絞ると思いますが、今回のように所管課に質問し回答をもらうというや

り方や、会議で所管課からヒアリングする、また深く知りたいものがあれば資料として添付し

てもらうということでよろしいでしょうか。 

それから、来年の３月頃に２８年度の実績報告を各課に通知する予定ですが、この欄の上のほ

うに※印で、「会議の会議録を公開している場合はその旨記載してください。」というような記

載をあらかじめ入れて依頼してもよろしいでしょうか。 

【箕輪会長】  そうですね。皆さん、いかがでしょうか。会議等が開かれた場合、その会議

録をお示しいただけるような記載をしてもよいかということです。 

一つ一つの事業全てということになりますと、やはり大変だと思いますので、委員の皆さんが

課題と捉えたところや、こちらから要望を出してというところでだと思います。よろしくお願

いいたします。 

 では、次に行きたいと思います。今後、子ども・子育て会議では、事業を評価して、報告書

としてまとめて、所管課に報告を行います。まとめ方について、皆さんと決めていきたいと思

っております。本来、２７年度の実績ですけれども、５月に開催しました第１回の会議で報告

されまして、その際に６事業も選んでおります。８月の第２回の会議でその評価、質疑や評価

を本来はしなくてはいけませんでしたが、委員の改選等ございましたので時期がずれています。

そのため、今年度についても、２７年度の評価とあわせて、２８年度の上半期というところも

加味して評価していくという方向で考えていってもよろしいでしょうか。 

 評価につきましては、皆さんから評価を提出していただいて、それをもとに事務局でまとめ

ていただきたいと思います。評価の視点ですけれども、事業内容について趣旨や目的が合って

いるか、実施内容が充実しているか、子どもの育ちや保護者のニーズに合っているか、今、課

題の話もありましたが、的確に課題が捉えられていて、対策が講じられているかといった視点

になると思います。子どもにとって、そして子どもを育てる保護者にとってという視点で評価

をしていただきたいと思っております。評価の様式等いかがですか。 

【事務局（中場補佐）】  はい、特に様式は考えておりませんので、Ａ４にべた打か、レポー

ト用紙に手書きでもいいと思います。それとも様式があったほうがよろしいですか。 
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【鎌田委員】  フォーマットを作成していただいたほうが、作りやすいと思います。 

この前いただいた、質問と回答のようなものでいいので、表の枠だけでも作ってもらえればと

思います。 

【事務局（中場補佐）】  わかりました。それでは、皆さんにメールで流します。１枚送しま

すで、足りなければコピペお願いします。 

【箕輪会長】  では、フォーマットにつきましてはお送りいただきますので、済みませんが

１２月の９日金曜日を目途に事務局宛てに提出していただけたらと思います。何かご質問、ご

意見等ございますでしょうか。 

【増田委員】  １２月９日までの回答でフォーマットはいつまでにいただけますか。 

【事務局（中場補佐）】  ２１日、月曜日中にします。もし、今日明日中に評価に取り掛かる

のであれば取り掛かっていただき、フォーマットに移していただければと思います。 

【箕輪会長】  そのような形でよろしくお願いいたします。 

 では、次に、議事の２番目、我孫子市健康福祉総合計画推進協議会委員の推薦についてです。

この我孫子市健康福祉総合計画推進協議会ですが、健康福祉部や子ども部の各計画の重点事業

や課題等について審議・協議していただくものです。したがって、子ども・子育て会議からも

委員を推薦しておりましたが、前委員が任期を満了しましたので、１名推薦するものです。 

どなたか立候補、ご推薦等ございますでしょうか。 

【鎌田委員】  そもそも、健康福祉総合計画推進協議会とはどういうものですか。 

【箕輪会長】  協議会の趣旨を事務局からご説明いただいてもよろしいですか。 

【事務局（長谷川子ども支援課長）】  所管は健康福祉部になります。我孫子の健康に関する

ものを、年代順に追い、年代別に行っている事業をまとめた計画になります。子ども総合計画

は、健康福祉総合計画の子ども部門の分野別計画という形になりますので、子ども総合計画の

上位計画の位置付けになります。その進行管理をする委員を、この子ども・子育て会議の中か

ら１人出してくださいということです。 

【事務局（岡本こども発達センター長）】  我孫子市子ども総合計画の３、４ページに計画の

位置づけと期間が掲載されています。我孫子市総合計画、これが一番大きな市の計画で、その

中に子ども部、福祉部の頭になっているのが、この健康福祉総合計画であると説明しています。 

【箕輪会長】  どなたか立候補、ご推薦等ございますか。 

 それでは、いらっしゃらない様子ですので、私から間弓委員にお願いできればと思いますが、

間弓委員、よろしいでしょうか。 
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【間弓委員】  はい。 

【箕輪会長】  よろしくお願いいたします。 

【間弓委員】  よろしくお願いいたします。 

【箕輪会長】  それでは次に、議事③子ども部各課からの報告です。 

 保育課からお願いいたします。 

【山﨑部長】  今日は保育課がおりませんので、私から保育課の報告をさせていただきます。 

 前回の会議で、子ども・子育て支援事業計画の中の一つの延長保育事業について、皆さんに

事業進捗ということでお諮りさせていただいたとき、２７年度の目標値９９,５３５に対し、実

績値が５７,７０５ということでご報告しまして、その際に、随分と目標まで行っていないとい

うことを皆さんからご意見をいただきました。その目標値の捉え方としては、１８時半の時点

で子どもが何人残っていたかということを各保育園等で毎日集計しておりまして、その集計の

積み重ねの延べ人数ということした。目標値の設定にあたっても同様に、１８時半時点の子ど

もに対する国からの補助の出し方の計算式がありまして、それにのっとった数が９９，５３５

ですけれども、そこまで実際としての数は行っていなかったとご説明したのですが、その際に、

もう少し違う考え方の人数把握をしてもいいのではないかということで、時間外申請者数を挙

げましょうかというご提案をさせていただきました。 

 保育課でそのあたりを調べましたところ、１１月１日現在ですけれども、保育園等に、保育

園・認定こども園、それから小規模保育事業とかを合わせて２,２１２名のお子さんが入園して

います。そのお子さんの中で時間外を申請している、朝７時から８時半までですとか、それか

ら４時半から７時以降まで、７時までや、それ以降やっている園もありますが、その時間外申

請をしているお子さんが１,７７３人おりまして、大体８０％のお子さんが時間外申請をしてい

るという考え方ができます。ここは述べ利用人数を出すということなので、その１,７７３を大

体２０日間利用し、１２カ月分というと４２５,５２０というとてつもない述べ利用人数になっ

てしまいます。ですから、今日は皆さんに、入園者の大体８０％が時間外を何らかの形で利用

しているということのご理解をいただくとともに、今までどおり、このとてつもない人数の出

し方というよりも、やはり基本に戻りまして、国の補助をいただくということでの目標値の設

定でしたので、その９９，５３５に合わせて現状は５７，７０５ですという出し方で、従来ど

おり進めさせていただければありがたいなという考え方に立ち戻った次第ですけれども、いか

がでしょうか。 

【箕輪会長】  何かご質問等ございますでしょうか。 
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【浦島委員】  わかりやすいです。 

【箕輪会長】  それでは、よろしいですか。ありがとうございます。 

 次に、子ども支援課からの報告についてお願いいたします。 

【事務局（長谷川課長）】  それでは資料２をお出しください。Ａ４版の１枚のものです。手

賀の丘ふれあい宿泊通学。子ども支援課の自主事業でやっているものですけれども、主催は我

孫子市と我孫子市教育委員会、それから柏にあります県立手賀の丘少年自然の家でやっており

ます。目的としては、県立手賀の丘少年自然の家に宿泊して、通学しながら他の児童と共同生

活を送ることによって自律心、協調性を育むものです。対象は市内の小学校５・６年生です。

１回あたり、１班８名の４班編成で、最大で３２名という形になります。 

 募集は、毎回、小学校四、五校を対象に、年３回実施しております。市内の小学校が全て対

象になります。参加費３,０００円、食事代や保険代等になります。 

 内容は、手賀の丘に泊まりながら、通学するということです。その間、野外炊飯を行ったり、

ナイトウォークといって手賀の丘の公園の中を夜、散策したりという活動をしています。 

 スタッフは、主に川村学園女子大学の大学院生と市民スタッフの方の協力を得て行っている

ところです。２８年度の実績は、第１回目が３２名で、対象校が二小、三小、高野山小、布佐

南小。２回目が１８名と少なかったのでが、湖北小、布佐小、湖北台西小、東小、新木小。３

回目が２８名の参加で、一小、四小、根戸小、並木小という形で実施したところです。 

宿泊通学の前と後に、子どもとその保護者の方にアンケートを行っておりまして、その分析も

川村学園にお願いしているところです。アンケートの結果を見ますと、宿泊通学の後のほうが、

子どもの自尊感情というか、そういったものが上がっているという結果が出ているということ

です。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。何かご質問などございますか。よろしいでしょうか。 

 では、次に子ども相談課からの報告についてお願いいたします。 

【事務局（長谷川次長）】  子ども相談課は出席しておりませんので、私から報告させていた

だきます。 

 今月は、児童虐待防止推進月間ですので、チラシを配布させていただいています。中にオレ

ンジリボンも入っています。このオレンジリボン運動について少しお話しさせていただきます。 

 これは２００４年に栃木県小山市で３歳と４歳の二人の兄弟が、何度も何度も父親の友人か

ら暴行を受けていた。その顔を見たコンビニの店長が警察に通報しました。一度は保護された

ものの再び帰された後、ガソリンスタンドや車の中で暴行を受け、その事件発覚を父親にばれ
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るのを恐れたため、息も絶え絶えの状態で、橋の上から川に投げ込んで幼い命を奪ってしまっ

たという痛ましい事件がありました。翌年、小山市の団体が、二度とこのような事件が起こら

ないようにという願いを込めて、子ども虐待防止を目指してこのオレンジリボン運動が始まっ

たということです。 

 オレンジには「子どもたちの明るい未来」という意味が込められていて、このチラシやポス

ターを学校や駅・公共施設などに貼り出して啓発しているということです。もう１枚は、子育

てを応援するための、子ども相談課からのチラシです。 

 我孫子市でも平成１５年１１月に児童虐待で５歳のお子さんが亡くなっています。最初の子

ども総合計画をちょうど策定中のときでした。平成１６年の４月から子ども総合計画の進行管

理をするために、当時の健康福祉部の中に「子ども課」を作りましたが、その課の中に児童虐

待防止対策室をつくりました。これは、当時としては県内で一番早く児童虐待防止対策室を設

置した形になります。それを引き継ぎ、今の子ども相談課と、子ども相談課の児童虐待防止対

策室につながっています。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 では、次に議事④その他ですけれども、何かございませんか。 

【事務局（中場補佐）】  事務連絡として、資料３「子ども・子育て支援事業計画の変更に係

る協議」について、県から通知がありましたのでご報告させていただきます。 

内容は、子ども・子育て支援事業計画について、これは国指定の１２事業の計画になります

が、「子ども総合計画」では１７ページから掲載しております。この事業計画を変更する場合は、

県と事前協議を行ってださいというものです。ご承知おきください。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。何かご質問などございますか。 

 では、次に次第３、次回の日程についてですけれども、第４回会議を来年２月４日土曜日、

開催時間は９時半から２時間ほど。場所は市役所分館の小会議室の予定です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 これで、議事及び報告事項は全て終了しました。この後、こども発達センターの視察になり

ますけれども、傍聴の方がいらっしゃいますので、発言がありましたら１人につき１回として

３分以内でお願いいたします。いかがでしょうか。 

お願いいたします。 

【傍聴者】  私、我孫子会という組織を立ち上げまして、会長をやっております。 

 この膨大な我孫子市子ども総合計画、オレンジ色の表紙。その２４ページ、ここに着眼しま
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した。０から５歳の子どもたちの人口の現状並びに将来、平成３１年の人口推移。もちろんダ

ウン気味。どなたがつくったのかは知りませんが、非常に消極的だと、びっくりしております。

５歳以下の子どもたちを出産奨励、育児奨励ということを、市と星野市長にお願いしてありま

すので、いずれは具体的な事業計画を打ち出しますけど、もちろん子育て支援はやらんといか

んでしょう。皆さん優秀な方がいろいろと討議されているのを拝聴しましたが、もう少し積極

的に子どもを産めよ、増やせよ、育てよ。将来の若者をつくっておかないと、我孫子市の人口

ピラミッドを皆さん、見ていると思いますが尻すぼみ。大体例年、１,２００人ぐらい生まれて

いますけれども、放射能問題も絡んだ時期で９００人台で尻すぼみ、このまま５年ほっておく

とじいちゃん、ばあちゃんのまちになります。多分。私も７０歳の古希のじいちゃんですけど。 

ということで、産めよ、増やせよ、育てよ、将来の若者をつくれ。東京オリンピックが２０２

０年、４年後に来ますけど、丈夫な賢い子供を育てるためにどうするか、ということを皆さん

に、そういうグロスな感覚で討議していただきたいなという感想です。 

【箕輪会長】  ほかの傍聴の方、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、視察に移ります。傍聴の方は、ありがとうございました。 

 

－ こども発達センター視察 － 

 

【伴副会長】  本日予定していた日程はすべて終了しました。 

これで第３回子ども・子育て会議を閉会といたします。 

長時間にわたりお疲れ様でした。次回もよろしくお願いいたします。 

 

―― 了 ―― 

 


