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平成２５年度 第３回子ども・子育て会議 会議概要 
 
１．開催日時 
平成２５年１１月１６日（土） 午後１時３０分～４時００分 

 
２．開催場所 
市役所西別館４階会議室 

 
３．出席者 
（委員） 
○箕輪委員、○浦島委員、○中島委員、○渋谷委員、○鈴木委員、○足立委員、 
○山川委員、○田村委員、○辻岡委員、○丸山委員 

（市職員） 
田口子ども部長、山﨑保育課長、高橋教育研究所長補佐 

（事務局） 
中迫子ども支援課長、日暮課長補佐、青木主事 

 
４．議題 
（１）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 

（教育研究所ヒアリング、その他課の再質問への回答） 
（２）平成２５年度子ども・子育て会議のスケジュールについて 
（３）子ども総合計画 全体の検証報告書について（説明） 
（４）幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケート（報告） 
（５）保育の必要性の認定と確認制度について 
 
５．配付資料 
・我孫子市適応指導教室設置要綱 
・平成２５年度子ども・子育て会議スケジュール（改定） 
・特定事業主としての第２期行動計画達成状況〔Ａ３判〕 
・幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケート報告≪単純集計より≫ 
・幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケート調査票 
・保育の必要性の認定（国からの配付資料） 
・第１回、第２回子ども・子育て会議の会議概要 
・ヤング手賀沼資料 

 
６．議事（要旨） 
 
◆事務局の発言 
○委員の発言 
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（１）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 
①教育研究所ヒアリング 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○「ヤング手賀沼」、「心の教室」について説明 
【教育研究所の事業の柱】 
長欠対策、特別支援教育、相談事業、就活相談、社会科副読本等の教材開発の５つ。 
長欠対策の中で「ヤング手賀沼の運営」と「心の教室相談」を実施。 
【ヤング手賀沼について】 
設置要綱に基づき実施。不登校で学校に行けない子どもを受け入れ。「心の教室」や教育

研究所の来所相談で紹介。利用を希望する場合は保護者が学校に申請。校長の「副申書」を

付けて申し込み承認。開館は９時～４時。子どもの活動は９時～３時半。 
活動は午前中に学習タイム、午後は持参の昼食後、掃除、読書、みんなと活動する時間。

木曜午前は市民体育館小アリーナで体を動かす活動。月に１回程度、調理実習をしてみんな

でお昼を食べる。 
【心の教室について】 
県のスクールカウンセラーとは別事業。「心の教室」は市が派遣しているスクールカウン

セリング用のための相談員。我孫子市の場合は資格を設けず教員経験者や相談業務の経験者

を採用。派遣は１回４時間、週２回。不登校の子だけでなく悩みのある子などが様々な相談

ごとで来る。どうしても教室に行けない子どもたちの居場所として使うこともある。 
 
〈中島委員〉 
○ヤング手賀沼の具体的な利用状況は。コンスタントに来ているのは何人位か。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○今年度は１０月末現在で中学校２６名、小学校１名の合計２７名。その中でだいたい常時

１０人位が来ている。週３日がやっとという子もいれば、毎日来られる子、心の教室にも行

っているという子もいる。 
 
〈浦島委員〉 
○来られない理由として、距離的に遠いとか、交通手段が無いという人はいるのか。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○直接的に書いてきたことはないが伝聞で聞いたことはある。我孫子地区の利用者が少ない

印象はある。 
 
〈鈴木委員〉 
○子どもたちの学校へ行きたくない原因の１番は何か。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○いじめや勉強嫌いなど原因はさまざま。 
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〈鈴木委員〉 
○幼稚園や小学校では楽しく過ごせても、上に行くほど学力重視で「落ちこぼれ」という意

識が増す。学校へ行っても誰からも愛されないという思いがあってはいけない。子どもの中

の本当の気持ちを受け取ってほしい。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○本当にその通り。今一番取り組んでいることは、子どもたちへの安全、安心な環境を学校

と一緒につくろうということ。そのために教育研究所の相談員が中学校区ごとにアドバイス

や情報提供したりして一緒に考えている。「中一ギャップ」への対応にも取り組んでいる。 
 
〈辻岡委員〉 
○心の教室の１日４時間の時間帯は。週２～３回では少ない。もっと増やせないのか。 

 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○時間帯は学校長と相談員とで決める。小学校では給食を一緒に食べられるように１１時～

３時にしたり、中学校では個別の相談に来られる放課後の時間帯にするなど。日数について

は予算の都合もあり段階的に増やせるよう取り組んでいる。 
 
〈田村委員〉 
○ヤング手賀沼では家族との接点をどのようにつくっているのか。 

 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○保護者との相談を随時行っている。家庭訪問もある。教育研究所の相談員が保護者と話す

こともある。 
 
〈辻岡委員〉 
○心の教室の方ではそうした取り組みはないのか。心の教室は児童だけなのか。 

 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○心の教室でも、児童、生徒、それから保護者、先生たちとも一緒に話し合ったりしている。 

 
〈辻岡委員〉 
○保護者に対して「利用できますよ」というアピールや情報提供等はしているのか。 

 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○している。 

 
〈山川委員〉 
○結果として学校に戻れた子はいるのか。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○いる。心の教室でもヤング手賀沼でも中学３年生になると高校受験など進路を考える時期
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になり、不登校から学校に復帰する率が上がってくる。 
 
〈山川委員〉 
○例えば中学１年からヤング手賀沼に入っていて、出席日数はカウントされるのか。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○出席日数については文科省の通達の中で「学校長判断」となっている。我孫子市では多く

のケースで指導要録の中に「適応指導教室を利用して何日」というような記入がある。 
 
〈山川委員〉 
○学校ごとに違うということか。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○その通り。今はインターネットでも学習が出来る。通達ではそうした学習方法や教材につ

いても触れていて、学校長は広い視野で見て判断することになっている。 
 
〈中島委員〉 
○子どもたちに「どうして学校にいかなきゃいけないの？」と聞かれた場合には何と答えて

いるのか。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○大人になった時に、嫌なことも乗り越えて行かなければならない、それを学校という社会

の中で学習するためと伝えている。 
 
〈中島委員〉 
○ヤング手賀沼の中での人間関係だけでは足りないのか。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○それも有りかと。ヤング手賀沼に来ている子どもたちはここに居るとホッとしている。学

校の生活から外れてしまった子どもたちが、こうした安全安心な場所で人間関係を学び直し

たり、言われたことをきちんとやるということを学んでいる。 
 
〈田村委員〉 
○この取り組みはすごく素敵だが建物が古くて暗い。素敵な温かい雰囲気にできるよう市に

申請されてはどうか。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○湖北の行政サービスセンターの駐車場拡張に伴い将来的には取り壊しになるため、子ども

にとって通学しやすい場所を選定する。 
 
〈丸山委員〉 
○保護者からのサポート状況はどうか。 
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〈高橋教育研究所長補佐〉 
○それぞれの保護者なりに出す力があるので、我々はそれを受け入れなければ。 
 
〈丸山委員〉 
○ここに来られる方々の原因に「家庭環境」があると感じたことは。 
 
〈高橋教育研究所長補佐〉 
○全くゼロということはない。相互作用かと思う。 
 
①その他課の再質問への回答 
〈浦島委員〉 
○２６３船上見学について、学校の授業に限らず市民への啓発にも努めてほしい。 

 
〈辻岡委員〉 
○情報の入手先はたくさんあるがあまり目につかない。資料の内容を具体的に説明する機会

を設けているのか。 
 
〈事務局・山﨑〉 
◆事務局からの説明 
説明はない。「わくすく」は発行時に学校や幼稚園、保育園、子育て支援施設などを通じ

て配布周知しているが、発行時以外の周知はない。広報などで年に１～２度周知する必要が

あるかもしれない。 
 
〈辻岡委員〉 
○「わくすく」はたまに見るが、ファミリーサポートセンター事業が一番わかりにくい。冊

子以外の情報が膨大にある。 
 
〈事務局・山﨑〉 
◆事務局からの説明 
冊子以外の子育て情報は膨大なため、ホームページの一番右上の所に「我孫子で子育て」

というバナーを特別に設け情報を見やすくしている。各幼稚園や保育園での掲示など目に触

れるように努力しているが、新たな策も模索していきたい。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
保護者は学校や幼稚園、保育園から来る情報は見なければと思うという提言をいただいた。

例えば医療費の助成は、全学校にパンフレットを配り保健の先生にも説明に行くようにして

いる。市のサービスを知らずに困っている方ないようさらに改善したい。 
 
〈事務局・山﨑〉 
◆事務局からの説明 
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提供する側がいくら提供する意図を持ってあたっても、受け取る側でその時必要ない物だ

と通り過ぎて忘れてしまうこともある。いずれにしても、出す側はしつこいくらいにいろい

ろな形で情報を提供する必要がある。 
 
〈鈴木委員〉 
○情報発信はネットなどの若い人向けと年寄り向けでお願いする。不公平が起きないよう情

報が届いているかの精査も含めて発信してほしい。 
 
〈山川委員〉 
○日本語表示だけでなく外国人の保護者向けに英語表示があるとよい。 

 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 
英語や中国語があるのは便利帳だけだと思う。今後の検討課題として考えていきたい。 
 

〈鈴木委員〉 
○２７３「幼稚園・小学校・中学校間の連携強化」はかなり機能してきている。 

 
〈辻岡委員〉 
○２７０「学校図書室の充実支援」で、例えば広報などに「ここの学校が何冊足りないので

寄贈を」と載せたりしているのか。 
 

〈事務局・田口〉 
◆事務局からの説明 

保育園などでは寄贈いただくこともある。学校の図書室や図書館に問合せいただきたい。 
 
〈箕輪会長〉 
○その辺のことは事務局から担当課に聞いておいてほしい。 

 
〈辻岡委員〉 
○他の学区で足りていないという場合はどこに連絡すれば良いのかわからない。 
 
〈鈴木委員〉 
○市が「予算が無いので寄贈してください」と言うのは勇気ある事だと思うが一つの運動と

してやれば面白い。幼稚園でも園児が減ってきて予算がないので正直ありがたい。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
学校の図書館の本は、貸出数、返却数、蔵書数などが細かく管理され、休み時間以外は施

錠するという所もある。しかし、学級文庫など蔵書冊数にはカウントされない所で、子ども

たちの手に取りやすい場所にと努力されている担任の先生方もいる。 
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〈浦島委員〉 
○「基準数」は有って無きがごとし。国の交付金を貰うための方便に過ぎないのに必要であ

る。実際に学校現場でも基準数の多い、少ないで困ってはいない。自分たちの学校の図書は

充実しているかどうかの判断基準としては大事な数字だと思う。 
 
〈辻岡委員〉 
○別に「足りてない」という訳ではないということか。 

 
〈浦島委員〉 
○それは物の見方による。数字が一人歩きしてしまっているという面もあるが、それがある

からこそ図書室を充実しようという考えも成り立つ。それも大事なこと。寄附については、

実際に校長の立場で呼び掛けることはないがいただく物について断ることもない。担任がい

ただいた物を学級文庫に置いたり、子どもたちが自分の家から持って来てみんなで読むなど

している。協力できることがあれば、どんどん学校に申し出て良いと思う。 
 
〈箕輪会長〉 

○この検討は今後も継続していく。休憩を挟んで次の議題に移りたい。 
 
（休憩） 
 
（２）平成２５年度子ども・子育て会議のスケジュールについて 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
・事前配布の報告書の冊子とオレンジ色の計画書について 
・「子ども総合計画関連」のスケジュールについて 
・「諮問」と「答申」について 
 
〈鈴木委員〉 

○我孫子市として子ども子育て支援法に則ってどういうビジョンを描いていくかが重要。子

どもたちが安心して保育を受けられ、親たちも安心して子どもを託せるという世界をどうや

ってつくっていくかに向けて行政も市民もよく考えて互いに相談していかなければ。検証も

良いが、幼保一元化に向けた変革について一般の方も知らなければならない。 
 
〈事務局・田口〉 
◆事務局からの説明 

子ども総合計画の検証・見直しと子ども・子育て支援法に基づく事業計画書の作成の２つ

がこの会議の使命となっている。 
 
（３）子ども総合計画 全体の検証報告書について（説明） 
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〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
・検証報告書について 
・計画書の中味について 
 
〈箕輪会長〉 
○この案をもとに総合計画の検証報告書をまとめていく。どのような方法で皆さんの意見を

反映していくか意見を伺いたい。特に理念の部分については、次の子ども・子育て支援法に

関する事業を考えていく上でも重視したい。 
 
〈浦島委員〉 
○人口グラフで子どもの実数が平成２３年度から激減し当初の想定よりも減っているとの

記述もある。子ども総合計画の資料として大事。ここで子育てしたいと思うような施策がた

くさんあれば増えるというが、市民の意識がどの辺にあるのか知りたい。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 
合計特殊出生率が全国で１．３台に対し、我孫子は１．２７や１．２９と際だって少ない。

企画課の若者定住化プロジェクトの推計では原発の影響はとくに出ていないが、我孫子に人

が集まらないのは市の広報、シティセールスが足りないためとの分析がある。 
 
〈鈴木委員〉 
○サービスしたくてもお金が無いため、無料をうたう施策はやりにくい。一方で、我孫子が

好き、住みやすいという声を聞く。みんなで沼を必死に綺麗にして、心地よく生活できる空

間をつくっていこうとやってきたことが住みやすさに繋がっていると思う。住みやすさはお

金だけじゃない。お金が無いなら無いなりにやっていくしかない。 
 
〈辻岡委員〉 
○我孫子は子育てしやすく他市で結婚しても我孫子市が好きで戻ってきた人は多い。しかし

我孫子には産む所が少ない。定期的に通うのは小さなクリニックでも、近くに大病院があり

何かあればすぐに行ける環境があれば定住化につながると思う。 
 
〈箕輪会長〉 
○子育て支援のなかで具体的に議論していく。検証報告書でどのように検証していくかまで

今日は決めたい。まず理念について全員で見ていき、その後全体的な部分はそれぞれの委員

が見ていくという方法でどうか。 
 
〈中島委員〉 
○理念を見るとは、具体的にはどういうことか。 

 
〈箕輪会長〉 
○資料にある「理念」と、次ページの「指摘されている課題」、「次期子ども総合計画の策定
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に向けて」を読んで、総合計画の中での理念と次期の計画とでずれている所や足りないこと、

逆にこの理念は少し薄めても良いのではないかというところを見てほしい。足りない資料や

詳細について事務局に意見として送っていただき、質問等には回答をもらって、それをもと

に次回検証していくという形にしたい。 
 
〈中島委員〉 
○企業の経営理念ならリーダーが考える。子ども総合計画の理念に対して、われわれの立ち

位置というか、位置づけは？こちらから提言することなのかがそもそも疑問でそこをはっき

りさせたい。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
当初この計画が出来た時、理念も市民が考えている。今回は、理念はもちろん次ページの

「指摘されている課題」と「次期子ども総合計画の策定に向けて」の文言について意見をど

んどん出してほしい。行政がサービスを市民に提供している中でやりにくさなどを感じても、

自分たちではなかなか変えることが出来ない。市民から言っていただければ変えられる部分

もある。行政の担当者レベルのたたき台のままではない、市民の目を通したものとして市長

に答申したい。 
 
〈足立委員〉 
○我孫子市は東西に長く地区ごとに違いがあると思うが、今までの子ども総合計画の中で地

区ごとの特性に基づいた課題の解決や計画のあり方といった視点はあったのか。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
無いと思う。 
 
〈足立委員〉 
○人口推計は我孫子市全体の数だが、地区ごとの子どもの数などを織り込んでいくような視

点が必要だと思う。 
 
〈中島委員〉 
○理念に対して現状とのギャップがあれば、そのギャップを取り去るための地域ごとの課題

があり、それを埋めるための施策をとるべき。 
 
〈足立委員〉 
○ニーズ調査についても地区ごとの結果を見て次の計画に反映することも必要だと思う。 
 
〈中島委員〉 
○ニーズ調査では子どもがどこの学校に通っているかはわかってもどの地区に住んでいる

かはわからないのでは。 
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〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
ニーズ調査は地区番号で居住地と年齢がわかる。幼稚園は郵便番号で把握している。 
 
〈箕輪会長〉 
○出来る限り皆さんの視点を反映してつくっていきたい。次の計画に反映させるという視点

で「理念」「指摘されている課題」「次期子ども総合計画策定に向けて」を特にしっかり見て

いただき意見を次回までに事務局へ送っていただくということでよろしいか。 
（異議なし） 
では、各委員の意見を１１月２２日までにメールか郵送で事務局まで送付してほしい。 
 
（４）幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケート（報告） 
 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 
・配布数１７９０、回収数１３５０、回収率７５．４％ 
・詳しい報告書は年度末に配布予定 
 
〈辻岡委員〉 
○居住地別の合計が１００％にならないのは何故か。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 
主だった地域を抜粋しているため。ここに記載しなかった居住地が他にもある。 
 
〈中島委員〉 
○日曜・祝日の就労状況の無回答が５９．５％あり回答した人は１，３５０人中の４０人位

とごくわずか。読みにくいので整理・表現の仕方を工夫した方が良い。 
 
〈浦島委員〉 
○７５．４％の回収率というのは、統計的には有効で十分か。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 
直接持参して回収したので郵送よりも回収率は高い。統計的にも有効な数値。 
 
〈箕輪会長〉 
○今回は単純集計結果であり今後さらに詳しく分析がなされるとのこと。時間となったので

次の議題「保育の必要性の認定と確認制度について」は次回にまわしたい。本日の会議は終

了する。ありがとうございました。 
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６．傍聴者 
０名 

 
７．閉会 
 

以上 
 


