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平成２５年度 第４回子ども・子育て会議 会議概要 
 
１．開催日時 
平成２５年１２月７日（土） 午後１時３０分～３時４５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、○伴副会長、○浦島委員、○山川委員、○辻岡委員、○丸山委員 

（市職員） 
田口子ども部長、山﨑保育課長 

（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）保育の必要性の認定と確認制度について 
（２）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 

（第３回の補足説明、第１～３回（ヒアリング）を行った意見や感想） 
（３）子ども総合計画 全体の検証報告書について 
   （「Ⅱ．子ども総合計画の理念」への意見、検証報告書全体に関する意見） 

 
５．配付資料 
・公的契約と市町村による関与について 
・基本目標Ⅲ事業 －補足説明－ 
・第１・２・３回 会議内容の抜粋 
・Ⅰ．子ども総合計画の概要 
・Ⅱ．子ども総合計画の理念 

 
６．議事（要旨） 
◆事務局の発言 
○委員の発言 
 
（１）保育の必要性の認定と確認制について 
 
◆事務局からの説明 
「公的契約と市町村による関与について」を説明 

 
〈浦島委員〉 
○保育を必要とする事由の１～１０に現在の基準と比べて変更や追加はあるのか。 
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◆事務局からの説明 
ない。基準は市町村ごと。我孫子では１日４時間以上、週４日以上、月１６日以上の「就

労」が申請基準。私立は入園後１ヶ月の求職活動を認めるが、公立は「待機児童０」の関係

で入園と同時に仕事をしていないと入園できない。条件としてはほとんど変わらない。 
 
◆事務局からの説明 
契約の図で私立保育園が左側（市と契約）、公立が右側（事業所と契約）となっているの

は保育園はいずれも保護者と市の契約だが、公立の場合は市＝事業主ということで、図的に

は右側になる。１月には公定価格（○号認定児受け入れ１人あたりの保育単価）が国で決ま

る。結果、市の事業者も園の経営状況などを踏まえて方針を決めてくると思われる。 
 
〈辻岡委員〉 
○保育料は、公立では親の所得に応じて決まるが、その額が上下するということもあるのか。 

 
◆事務局からの説明 
それはない。公立も私立も保護者が払う保育料は同じ。市が施設に払う委託料が変わる。 
 
◆事務局からの説明 

保育料と消費増税について市長と話した。消費税８％では、上下水道や学校給食は３％分

値上げになるが、保育料は据え置きとのこと。平成２７年１０月に１０％になる時には、保

育所と事前協議をするということになっている。８％時点での保育料変更はない。 
 
（２）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 

 
◆事務局からの説明 
多言語サービス、心の教室相談員と県派遣職員、学校図書館への寄贈受付の方法について 
情報提供、多言語サービスの我孫子市の現状について 

 
〈箕輪会長〉 
○今の補足説明について質問はあるか。（発言なし） 
○第１～３回の会議ついての意見や感想をいただきたい。（発言なし） 
○「子ども総合計画後期計画の基本目標Ⅲ 検証報告書≪参考資料≫」の説明。 

 
◆事務局から説明 

（第２～３回の議事録より内容を抜粋し、まとめ方の参考資料として「視点」を提示） 
 
〈箕輪会長〉 
○後期計画と全体とで２つの検証報告を作るということか。 

 
◆事務局からの説明 

２つある。基本目標Ⅲの検証報告と、子ども総合計画全体の検証。 
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〈箕輪会長〉 
○資料を参考に、更に指摘したいことなどを挙げてほしい。 

 
〈伴副会長〉 
○昨年、一昨年も同様に会議録からの抜粋資料をもとに検証報告書を作成した。前回のヒア

リングの感想を聞きたい。前の年では、ファミリーサポートのヒアリングで、思っていたほ

ど担当課が困っていないとわかり、それが検証報告書へも影響した。 
○基本目標Ⅲは「地域づくり」の観点で施策が並んでいるが再掲、再々掲が多い。子育てや

子育ちの事業としては悪くないが、実際に施策を実施する際に「地域づくり」という位置づ

けでは行われていない印象がある。子ども総合計画全体の検証にも関わるかもしれないが、

「地域づくりという観点で見た時にどうか」ということは指摘したい。 
 
〈箕輪会長〉 
○ヒアリングの感想を伺いたいということと、地域づくりの位置づけが薄い部分について入

れたいとのご意見。それでは前回のヒアリングについての質問や意見をいただきたい。 
 
〈浦島委員〉 
○高橋さんの説明が丁寧で理解できた。教育研究所の活動によって多くの子どもたちが幸せ

になれると思えたり、一歩でも前に進んで頑張れるシステムになってほしい。職員が少ない

中で一生懸命やっているが、教育研究所とヤング手賀沼はだいぶ離れているので、連携のあ

り方でも活動の機能性を高められればと思う。建物が汚いことについては、新しく施設を設

置し改善する方向で検討していると聞いて少し希望を持てた。広く意見を取り入れながら、

施設やシステムを作ってほしい。是非、市の厳しい財政の中でもやってほしい。 
 
〈丸山委員〉 
○同意見。高橋先生には質問に対して非常に的確にお答えいただいた。ヤング手賀沼と教育

研究所は湖北側にあると聞いて、我孫子地区の子どもが遠いことで通えないなら残念に思う。 
 
〈辻岡委員〉 
○わからない部分がたくさんあったので、丁寧な説明を聞けて良かった。移転の件も、建物

が新しく綺麗になれば通っている子どもたちのためにも良いと思った。「心の教室」が予算

の都合で増やせないことは理解したが、せっかく心の教室に行ったのに誰もいないのでは悲

しい。学校でその代わりを担うのは養護教諭かと思う。保健室には相談したい雰囲気はあっ

ても寝ている子の耳がある。他人を気にせず話せるスペースが保健室にほしいと思った。 
 
〈山川委員〉 
○「ヤング手賀沼」という名前がどうかと思う。逆に寺子屋でも良いのでは。先日、小学校

で周りのまち探検をして、近くにお寺があると気付いた。気さくなお坊さんから「誕生日は

両親に感謝する日です、ありがとうを言いにお寺に来て下さい」と言われ、確かにこういう

オープンな場所も良いなと思った。学校だけではなく、そういう所がたくさんあると良い。

昔は居場所がない分、自分たちでいろいろと考えて基地などを作っていた。そういうやり方
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もある。 
 
〈箕輪会長〉 
○事業に限らず、昔からある子どもの居場所という考え方も検証報告書に入れていきたい。

まとめ方についてのご意見を伺いたい。 
 
〈伴副会長〉 
○地域づくりがあまり意識されていないことは指摘したい。山川委員の意見のように、市が

用意するものだけでなく、市の既存団体やボランティアなど、今ある居場所を活用する視点

が必要。地域の変化が激しかったので、時代に合った事業の転換という視点も大事。 
○ヤング手賀沼は施設が古いという問題もあるが、２，８００人近い不登校の生徒のうち通

っているのは２８人だけ。ヤング手賀沼のようなやり方ではもう対処できないという現実も

認識すべき。今、高校でも不登校の子どもたちがいる。以前のように登校拒否や、病的に教

室に入れない、集団に適応できないなどについてはカウンセラーなどの対応手段があるが、

それ以外に、虐待も含め、家庭状況が厳しく学校に通うどころじゃないという子たちがいる。

親も含めて朝起きて学校に行きなさいという環境がない。お金が無さ過ぎて食事もできてい

ない。高校生なので自分の言葉で話せるはずだが、なかなか助けてとは言わない。学校へ通

わせるだけの条件が家庭にあるのか、福祉的に確かめないと学校へ引き出して良いのかもわ

からない。小中学校の教員などにも聞いたが、「朝起こしてくれる人がいない」「ご飯食べさ

せてくれる人がいない」「一晩中独りで放っておかれて泣き疲れて寝ちゃった」というよう

な家庭状況では、ヤング手賀沼をいくら良くしてもその子たちは通えない。相談するまでに

至らないような子どもたちをフォローする仕組みが市と地域の両方ででき上がらないと、親

も相談に行けない。どのぐらい貧しいか自覚がなければ手続きのしようがない。そういう所

まで踏み込んでいかないと不登校対策にはなっていかない。不登校が話題になった時に他市

に先駆けてでき上がったヤング手賀沼ではない、時代に合った不登校対策などの事業を今後

新たに考えていかなければならない。そういう意味でも時代に合った事業の転換をしていく

必要がある。 
 
〈浦島委員〉 
○そもそも「社会全体で支援するまちづくり」とは言っても、市の事業をもって子ども総合

計画とする、つまり、市が金や人を出し、時間と空間を出して成ることしか子ども総合計画

に入らないという前提がある。そこに、直接市の行政が関与しないような民間の活動や施設

など、もともと地域にある物を活用するという前提も加えれば、社会全体で支援する体制と

いうのがもっと広く考えられるだろうという話だが、そこまで広げると、子ども総合計画の

枠からはみ出してしまう。市がお金や人材を出してやるという前提であれば、そこまで幅広

くできるかどうか。子ども総合計画の範囲をよく考えなければいけない。 
 
〈箕輪会長〉 
○今の意見は議題３の全体検証報告にも関わってくる。基本目標Ⅲについては事業という所

を踏まえての検証になるが、山川委員、浦島委員の意見を聞くと、やはり次に繋げていくた

めには、どこまで私たちが「子育て」で地域を支えていくのかという考え方も必要。議題３

でも今の意見を踏まえながら協議したいが、そういったことを入れて大丈夫か。 
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◆事務局からの説明 

問題ない。 
 
〈丸山委員〉 
○質問。不登校の子どもをヤング手賀沼だけではなく「地域」で支援、という話が出たが、

この「地域」の定義を知りたい。自治会などのことか、隣近所の人のことか。 
 
〈箕輪会長〉 
○策定当初から関わっている人はいるか。 
 

◆事務局からの説明 

いない。引き継ぎで聞いた限り、当初は行政が所管しない分野も子ども総合計画の範囲に

含めるという考えだった。一般企業、自治会の活動も含めて子ども総合計画を１つの軸にし

て見ていければという理想のもとにできた計画。国も一般企業に子育て支援を促していて、

充実させれば認定証を出すということをしていた。国であればある程度拘束力も働くが、そ

れを市町村にもやるようにという背景があった。つまり、この計画での「地域」の定義には、

自治会の活動やＮＰＯ等のボランティア活動、隣近所も全て含まれていると言える。ただし、

それをできていたかは別の話。 
 
〈箕輪会長〉 
○スタート時点ではいろいろ含むと言っていたのが、現状ではむしろ事業中心になっている

という解釈で良いか。そこも検証報告書に入れていく必要がある。 
 
◆事務局からの説明 

その通り。前の市民委員会で、ある子どもが、公園はいろいろな人が来て危ないからと言

われて公民館に遊びに行ったら「うるさい」と怒られて行けなくなったという例が出た。公

的施設は子どもを許容できない人にとっても居場所。子どもはそこでも育っていく訳だから、

どうすれば良いかも含めて考えるべきというご指摘。地域の事業には居場所などが入ってい

る。事務局としては、実際にできているかも含めて皆さんに検証いただきたい。 
 
〈浦島委員〉 
○現行計画のスローガンには「子どもたち、家庭、地域、学校、企業」が「頑張ろう！」と

あるが、５つの主体が上手く機能していない。企業の役割がここに無い。みんなで力を出し

合い子どもたちを育てていこうという施策が幅広く考えられれば良いと思う。 
 
〈伴副会長〉 
前期計画の進行管理から関わった。前市長の「まちづくりの基本は子どもだから全ての施策

を子どもに繋げる」の指示のもと、ありとあらゆる事業が結び付けられていた。「市民との

協働」がキーワードで、「事業＝市民協働の仕掛けづくり」ということで、市民をたくさん

巻き込むことに意味のある事業だったかを観点にまとめた。「市民協働がどれだけ進んだか」、

「市民協働が進まなかったのは何故か」などを事業ごとにかなり議論した。 
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○「地域づくり」という目標にぶら下がる施策はどうあるべきか。本来の目標は「子育て・

子育ち」。「市民協働」は後付けなので、そこに力量が注がれないのは仕方がない。Ⅰ～Ⅱの

検証でも、施策自体、子育てのためには概ね良く頑張っている。しかし、協働をつくって揺

らいだ「地域」を再構築する所にまでは至らなかったというのが正直な所だと思う。 
○「地域」とは、漠然とした、もともとあった地域コミュニティのようなもの。事業をやる

ことでそれを再構築しようという壮大な理想があり、子どもの施策をきっかけに地域の人た

ちが集まって来て、その結果コミュニティができる、ということを考えていたと思う。 
 
〈箕輪会長〉 
参考資料のままではなく、今の意見や今後の方向などを入れ込んだものにという会議の流れ

がある。事務局としてはこれをどのような形にまとめていくのか。 
 
◆事務局からの説明 

形は前回を踏襲していくことになるかと思う。前回はある程度市民委員会で作った。今回

はどうするか。 
 
〈伴副会長〉 
○重視したい視点のピックアップまでを会議で行い、文章はメール等のやりとりで良い。 

 
〈箕輪会長〉 

○視点を今話し合い、副会長と私でたたき台を作り、それを皆さんに送るということで良い

か。 
（異議なし）では、入れておきたい視点についてご意見をいただきたい。 

 
〈伴副会長〉 
○「時代に合った事業の転換」の中に、「事業の位置づけ見直し」「課題の明確化」「事業目

的の整理」をまとめてはどうか。「子どもの参画・子どもの目線」と「活用・利用したくな

る環境整備」も類似している。それと「情報発信・情報提供の工夫」の３つにまとめては。 
 
〈浦島委員〉 
○良いと思う。市のモニター制度の中に、情報発信を市民がモニターする制度はないのか。 

 
◆事務局からの説明 

特にはない。その都度指摘があればという形。 
 
〈浦島委員〉 
○人は意識しないと通り過ぎてしまう。モニターとして意識的に見てくれる人をつくった方

が改善点などが明確になるのでは。その方が合理的な情報発信につながる。 
 
〈箕輪会長〉 
○市の情報発信にモニターを設置するという意見もここに盛り込みたい。他にあるか。 
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◆事務局からの説明 

Ⅰの進行管理では「計画の意義」を入れた。Ⅲでも、先ほど議論した「地域」の定義など

を入れてほしい。全体に行くと薄くなってしまうので地域は地域で特出しして文章として入

れた方が良い。事務局サイドとしてお願いしたい。 
 
〈箕輪会長〉 
○Ⅲの部分でも「計画の意義」を入れるということでよろしいか。（異議なし） 

 
（３）子ども総合計画 全体の検証報告書について 

 
◆事務局からの説明 
策定に至った背景と検証報告書１～２章の修正について 

第６回の「答申」をする前までであれば修正がきく。ご意見をいただきたい。 
 
〈浦島委員〉 
○９ページ。≪理念の骨子としての子どもの権利の捉え方≫の文章の流れに違和感がある。

「お金と人が足りない」ので、後半部分で「我慢しましょうよ」としか見えない。 
 
〈箕輪会長〉 

○１１年前と今では社会状況が違う。予算と人員の問題や地域の定義はいろいろな所に関係

する。「子どもの権利条約」を踏まえた事業展開になっているが、これまでの意見と資料か

ら「理念」を見直す必要があると感じた。「権利条約」と「実際の具体的な事業」の間に、

もう１つ新しい「我孫子市としての子育て理念」のようなものが必要かと思う。 
○前回「妊婦健診の場所がない」との話があった。「子ども」がどこまで含むのか、産まれ

た後か、妊娠中も含むのかも次回の時には話していくべき。全体の検証報告には「どう考え

ていくのか」を入れてほしい。次の計画できちんと予算と人員が付くように、「理念」にも

う１つ、もう少し市民にわかるような具体的なものがあると良い。 
 
〈山川委員〉 

○もっとシンプルな方がわかりやすい。あまり大きくすると小さい問題が見えなくなる。 
 
〈箕輪会長〉 

○市民の目線ではわかりにくい所がまだ結構ある。いろいろな人の理解を得られて初めて次

に活かされるし、活かすべきもの。今の意見も入れていきたい。 
 
〈浦島委員〉 

○確認。次期に同じ内容を貫くのか。基本理念、視点、目標は変えずにいくのか。 
 
◆事務局からの説明 

現計画の根幹には子どもの権利の扱い方が来ているが、市としては次期ではそれを変えて

いきたくてこのような検証報告書を作っている。「子育て、子育ち、地域」というのも根幹
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の理念から出て来ているので、そこは再考する必要がある。直接に「子どもの権利の事業」

というのが新規事業で、目玉事業だったが、もう１０年が経過した。果たして市民は子ども

の権利の啓発を望んでいるのか、本当に市民が求めているのは学校に通える状況になれない

子どもたちの支援ではないか、そういうことをもう一度考え直す時期に来ている。そのため

に必要であれば基本的な理念や視点もある程度手直しすべきと考える。 
 
〈箕輪会長〉 

○次の計画で考え直していくためにも、理念の問題点などを踏まえて変えていくことも必要。 
 
〈浦島委員〉 

○「子どもの人権を尊重する意識の醸成と環境整備」と、「子どもの支援」とは全く次元が

異なり、事業がぶつかると思う。読み違いでなければ、子どもの人権を進めることと、市民

の要望や実態に合う事業を進めることを、お金と物で天秤にかけているように感じる。 
 
〈箕輪会長〉 

○私の理解は少し違う。子どもの権利条約は本当に大事で、人権はしっかり守っていくべき。

今の書き方は、人権の尊重も含め市民にわかりにくい部分がいろいろある。我孫子市らしさ

という点でも、文言が国のもので法律からそのままという印象。権利条約がいけないという

訳ではなく、実際の事業との間にもう１つわかりやすいものをこれから入れていけば良いと

いうこと。もちろんお金や人も必要。全て繋がっている。ぶつかるという理解ではない。 
 
〈浦島委員〉 

○９ページ「理念の骨子としての子どもの権利の捉え方」の３～４行目「行政として、何に

予算と人員をかけ実行するのか、再考する時を迎えている」は、つまり、金と人を子どもの

権利を進める事業よりも、もっと別な所にかけた方が良いと言っているのではないのか。 
 
〈伴副会長〉 

○啓発のためのフォーラムを行うことなどにお金をかけるのではなく、それを実際にもっと

権利を確保してあげる必要のある子どもの支援にかけてあげるべきではないか、ということ。 
 
〈浦島委員〉 

○それはわかる。そういう論理で良いのかということ。天秤にかける問題ではないと思う。 
 
〈伴副会長〉 

○次世代育成支援法に「保護者が第一義的責任を有する」と書かれたことで「責任は保護者

へ」となり、それまでの「子育ての社会化」という流れのままでは噛み合わなくなってしま

った。お金というより、法律が変わったことが大きい。そういう法律にはなっても、社会は

「少子高齢化」や「親だけばかりに」という現状のまま。我孫子市としても、子どもを大事

にする施策を打っていくべきだという流れの方が、今後の総合計画を練って子育て支援策を

打っていく側としてはやりやすいはず。フォーラムの実施は別にしても、今の書き方では「や

らない方が良いのでは」「最低限で良いのでは」という印象になるかもしれない。 
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〈浦島委員〉 

○「どっちを取ろうかな」という表現にみえる。理念の流れはきちんと抑えた上で、「こう

いう事業に重点を置きます」、「こういう事業については後から計画します」と正しい趣旨に

沿った載せ方をすれば良い。「今までやったものについては金と人が無いのでこっちに移し

ます」という論理に見える。これでは「我孫子らしさ」が逆に消されることになる。 
 
◆事務局からの説明 

何故そこまで「権利」の説明にページを割くかと言えば、そうしなければそのまま行って

しまうという危機感があるから。今後新しい計画に移った時にそこをどう解釈していくかが

非常に重要な問題。 
 
〈浦島委員〉 

○だからこそ誤解のない表現をもう少し工夫してほしい。「子ども総合計画って何ですか」

と言われた時に避けては通れない一番根幹に関わること。 
 
〈箕輪会長〉 

○そこの解釈が様々だからこそ全体計画の検証も難しい。権利の部分は、予算ではなく、も

う少し理念という所でどう考えるかという部分が必要。大事にすべき所は逆に本当に大切に

すべきだということを含めて書く必要がある。ここは少し表現を変えてほしい。 
 
◆事務局からの説明 

了解した。皆さんからも何か良い表現があれば伺いたい。作業部会でも何回も揉んで、苦

慮している部分。 
 
〈箕輪会長〉 

○定刻を過ぎた。３－（１）については今回の意見を踏まえ、わからない点や工夫が必要な

所などのご意見をメール等でいただき、また次回に話し合いたい。 
 
◆事務局からの説明 

３－（２）以降も修正を入れているので読んで来てほしい。次回また説明をして、ご意見

をいただき、答申に間に合わせたい。よろしくお願いする。 
 
〈箕輪会長〉 

○３－（１）～（３）と４のまとめに目を通して、山川委員からもわかりにくいという指摘

があったので、その辺りどういう表現をしていくかも含め検討いただきたい。またメール等

で連絡してほしい。 
○では最後に、傍聴人から意見があれば、３分程度でお願いしたい。 

 
〈傍聴人〉 

○孫の将来が心配で参加した。一番の基本は教育。知識を植えるということではなく、人間

としてどういう教育をしたら良いかということに興味がある。議題の細かい項目については
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正直初めてでわからない。 
○先日、市長との懇談で個人的に高齢者対策よりも子ども対策に重点を置きたいと言われた。

確かに、将来を担う子どものことは、家庭から我孫子ひいては国全体につながる問題で一番

大事。高齢者の一員としては高齢者施策について言いたかったが、ただ、よろしくお願いし

ますと言って来た。 
○今日この会議全体を通して感じたことは、「自助、共助、公助」の考えをこの会議の要旨

に入れていってほしいということ。行政がやる、国がやると言っていても仕方がない。まず

「自助として何をやるか」、「共助として何をやるか」、そして「公助として何をやるか」。そ

れを根底に持って会議を進めてほしい。「自助」は親と家族、親はどうあるべきか。「共助」

は地域コミュニティの形をどうするか。「公助」は、自助・共助で足りなかった部分で、行

政がどういう施策や公的な機関をつくるか。そういった繋がりをやっていかないと、いきな

り公助ばかりあてにしていても、足もとがふらついていたら何もならない。 
○私の心配は孫の教育。一番気になっているのは、人間としてどういう風に育てなければい

けないかということ。家庭の教育面での変化という資料を見てびっくりした。夫婦間のしつ

けの一致内容ということで、平成１５～２１年度を見たら、「人を大事にする」や、「自分の

ことは自分でできるようにさせる」、「善悪の判断の仕方」などがだんだん少なくなってきて

いる。これではいくら立派な物をつくっても絵に描いた餅になってしまう。まず、足もとを

見ながら議論を進めて貰いたい。期待しているので、よろしくお願いする。 
 
〈箕輪会長〉 

○ありがとうございました。では、以上で第４回子ども・子育て会議を終了する。 
 
６．傍聴者 

 
１名 発言あり（p.9参照） 

 
７．閉会 
 

以上 


