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平成２５年度 第６回子ども・子育て会議 会議概要 
 
１．開催日時 
平成２６年３月１日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

 
２．開催場所 
市役所西別館４階会議室 

 
３．出席者 
（委員） 
○箕輪会長、○伴副会長、○中島委員、○足立委員、○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、相良子ども支援課放課後対策担当主査長 

（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）放課後児童クラブの基準に関する専門委員会の報告書について 
（２）ニーズ調査結果の報告について 
（３）国の動向（利用者負担、地域型保育給付） 
（４）来年度のスケジュールについて 
（５）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 
  （子ども総合計画後期計画 25年度事業検証報告書〈総括報告書〉） 

 
５．配付資料 
・社会保障審議会児童部会 放課後児童クラブの基準に関する専門委員会 報告書 
・ニーズ調査結果＜概要版＞ 
・国の動向（利用者負担・地域型保育給付） 
・子ども総合計画－行動計画スケジュールＨ２６～２７ 対外への対応 
・子ども総合計画後期計画２５年度事業検証報告書〈総括報告書〉 
・第５回子ども・子育て会議 会議概要 
・平成２６年度 子ども・子育て会議日程の調整について 

 
６．議事（要旨） 
◆事務局の発言 
○委員の発言 
△コンサルタントの発言 
 
（１）放課後児童クラブの基準に関する専門委員会の報告書について 
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〈事務局 相良〉 
◆事務局からの説明 
「社会保障審議会児童部会 放課後児童クラブの基準に関する専門委員会 報告書」につ

いて 
全国的にまだ公設・公営が全てでは叶っていない。公設・民営や、指定管理者に運営を任

せる、一部の運営だけを委託する、運営委託先に補助金を出すなど民営でもいろいろある。

公設・公営化は、かなり困難。近隣でも公設・公営から民営化への事例の方が多い。 
 
（２）ニーズ調査結果の報告について 

 
△コンサルタントからの説明 
「ニーズ調査結果＜概要版＞」について 
 

〈足立委員〉 
○未就学児の問１８（３）の回答を詳しく知りたい。 

○このアンケートをもとに市ではこれからどういうことをやるのか。 

 
△コンサルタントからの説明 
「できれば父母のいずれかが仕事を休んで看たい」４７．２％ 
「休んで看ることは非常に難しい」２７．６％ 
「無回答」２５．２％ 
理由の複数回答では、 
「子どもの看護を理由に休めない」４５．７％ 
「賃金が減るので休めない」２２．９％ 
「休暇日数が足りないので休めない」１７．１％ 
「自営業なので休めない」１４．３％。 
 
〈事務局 青木〉 
◆事務局からの説明 
このアンケートで現状と将来の希望との両方を聞いた。ここから市が求められている子育

てサービスの内容と、必要な供給量が具体的数値で出る。その「需要量推計」の結果が、今

後の予算配分の判断材料になる。来年度みなさんにやっていただくのは、その推計で必要だ

と判断した事業について、どうやって運営していくかも含めて計画を作っていくということ。

これから需要量の算定を進め、来年度の最初にご報告したい。 
 
〈中島委員〉 
○問１０の就労状況のアンケート結果は、市の現実的な実数と概ね合致しているのか。 

○今回のような郵送の調査で、回答する人、しない人の傾向というのは何かあるのか。 

 
〈事務局 青木〉 
◆事務局からの説明 
今回の１３万人中３千人を抽出した統計方法は、実数に即しているだろうと科学的に証明
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されている手法である。ただし、父母の勤務先が市内かどうかまでは判定できない。 
 
△コンサルタントからの説明 
回答する人、しない人にどういう違いがあるのかまでは分析していない。市からこうした

調査票が来た時、約４割が回答し、約６割が調査票を見ない、回答しないという傾向があり、

どの自治体でもほぼ同様の傾向にある。調査設計の際に回収数を予測し、その数字が有効回

答にふさわしいかを科学的に確認して３千人としているので、そこは問題ないと考える。 
 
〈事務局 青木〉 
◆事務局からの説明 
今回の調査は現行サービスの存続にも関わる重要なものなので、広報の１面に掲載した。

市としては、回収率４６％は十分だと判断している。他市ではもっと低い所も多い。抽出方

法も工夫した。我孫子市は子どもの人数が地区によって非常に偏っていてるため、人口比率

に応じて必ずこの地区のこの年齢が何人抽出できるようにという意図的なサンプリングを

加えている。子どもが少ない布佐地区のデータも含め、人口比率的には均等なデータが取れ

ており、この調査は今までの一般的な数値にならしても間違いないと判断している。実際に

出てきた回答は人口比率と合っている。 
 
（３）国の動向（利用者負担、地域型保育給付） 

 
〈事務局 山﨑〉 
◆事務局からの説明 
地域型保育事業および、子ども・子育て支援新制度における公定価格の概要について 
 
（４）来年度のスケジュールについて 

 
〈事務局 中迫〉 
◆事務局からの説明 

来年度のスケジュールについて 
 
〈辻岡委員〉 

○４月の学童保育が「あびっ子クラス」になっている。正しくは「クラブ」では。 

 
〈事務局 中迫〉 
◆事務局からの説明 

その通り。 
 
〈中島委員〉 

○「放課後等デイサービス」とは何か。今後の展開は。 

 
〈事務局 相良〉 
◆事務局からの説明 
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介護保険サービスではケアマネージャーが高齢者一人ひとりに合わせたケアプランや年

間スケジュールを立てている。それを小学生の療育に置き換えたようなもの。これまで我孫

子市ではこういう事業をやっていなかったので、支援学級や支援学校の子どもたちは学童保

育しか行き場がなく、いろいろな子どもたちと一緒にそこに居るだけで、療育の部分がなか

った。その子が将来に向けて社会に適応していくために必要な療育などを、こういう事業所

でサービス展開していこうということ。民間で数か所開設されている中で一番よく聞くのが

４月に開設する「パレット」。市内の事業所で、障害の方や支援の必要な方を支援していく

「一時預かり事業」をメインとしていたが、そこが放課後デイサービス事業を新たに事業展

開していく。 
 
〈中島委員〉 
○学校まで迎えに行くのか。 

 
〈事務局 相良〉 
◆事務局からの説明 
送迎のサービスはまた別となる。その子たちを一緒に預かってくれるというのが「一時預

かり」で、そこに「療育」が入るのが「放課後デイサービス」。同じ事業所でいろいろやっ

ているので統合的に利用される方も多い。 
 
〈事務局 田口〉 
◆事務局からの説明 
こども発達センターが２６年に実施設計し、２７年に増築、２８年からオープンする。実

際の受け入れは２８年４月から。だいたい２０名の放課後デイサービスにする計画。 
 
〈中島委員〉 

○今はどのくらいの人数がいるのか。 

 
〈事務局 田口〉 
◆事務局からの説明 
２０人まではいかないようだが、最大で２０人を予定している。 
 
〈中島委員〉 

○コンサルタントの業者決定が３月とある。まだ決まっていないということか。 

○随意契約の予定ではなく、単年度の契約ということか。 

 
〈事務局 中迫〉 
◆事務局からの説明 

本来は債務負担で２年取れば良かったが、こちらの都合で単年度の予算しか取っていない

ため入札になる。業者は未決定だが、３月の議会を通れば決まる見込み。 
今、随意契約は非常に厳しくほとんどできない。本件は随意契約の条件に当てはまらない

ため、基本の公募型入札になる。 
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（５）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 
  （子ども総合計画後期計画２５年度事業検証報告書〈総括報告書〉） 

 
〈箕輪会長〉 

○子ども総合計画の後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について前回の会議で検討し、その後

特に追加の意見もなかったため、前回までの意見を反映させたこの「子ども総合計画後期計

画２５年度事業検証報告書〈総括報告書〉」の形で出すということでご了承いただきたい。 

 
７．その他 

 
〈事務局 中迫〉 
◆事務局からの説明 

来年度の会議日程について。第１回は５／１０（土）１３：３０～。それ以降をみなさん

の予定を参考に決めたい。「平成２６年度 こども・子育て会議日程の調整について」に予

定を書いて、今日出せる方は後で提出を、持ち帰る方はメールで配るので返信してほしい。 
今日は今年度最後の会議。３月３１日をもって辞職される方が２名いる。子どもの保護者

の山川委員と田村委員、長い間ありがとうございました。 
新しい委員２名には来年度の第１回会議の場で委嘱状をお渡しする。 
 

〈箕輪会長〉 

○傍聴人から何かご質問やご意見があれば、１人３分程度でお願いしたい。 

 
〈傍聴人〉 

○ニーズ調査に書かれた「自由記入」の意見は、聞いたり、広報で見たりできるのか。 

 
△コンサルタントからの説明 

ニーズ調査報告書としてホームページ上に公開されると聞いている。少しご説明したい。 
【問９：子育てをする上で周囲からどのようなサポートがあれば良いと考えるか】 
＜未就学児親＞安価で気軽に短時間預かってくれる場所や子育て等の悩みを気軽に相談で

きる場所、親子同士が気軽に集まれる場所などの整備や充実、居宅訪問型サービスや広場事

業の拡充、交流イベントや子育て関連情報の周知、地域全体での子育て環境の醸成（定年退

職した団塊世代ボランティアによる見守りなど）、経済的な支援（保育料の援助や値下げ）

など。 
＜小学生親＞学童保育の充実、一時預かりの場の整備、あびっ子クラブやファミリーサポー

トの充実、悩み事を相談できる場の整備、子育てにおける地域環境の醸成、コミュニティ施

設の増設など。 
【最後の自由記入欄の意見】 
＜未就学児親＞利便性に配慮した保育園の整備（立地の良さ、駅前など）、延長保育の拡充

（午後７時から８時へ）、一時預かりの拡充、経済的な支援（保育料の無償化、３人目以降

の無料化など）、社会インフラの整備（駅ホームのエレベーター設置、安心して遊べる広場

や公園の増設、除染）など。 
＜小学生親＞学童保育の拡充（土日祝日の急用時の預かり、低額化）、あびっ子クラブの拡



 6

充（地域格差の是正）、一時預かりの充実、社会インフラ（自由に遊べる公園の増設、公園

は遊具やボール遊び禁止も多いので学校内で遊べるようにしてほしい）など。 
 
〈傍聴人〉 

○２回目の傍聴になる。昨日、市政方針が発表された。一番核になっているのは子どもや子

育て。この会議はもっと活発でも良いのでは。資料は事前に委員に渡っているのか。 

 

〈事務局 青木〉 
◆事務局からの説明 

今回は事前に渡していない。 

 

〈傍聴人〉 

○提案の内容を確認するには時間がいる。事前に渡した上で各委員から質問を受けるなど活

発な場にしないと意義がない。私も現役時代、会議がある以上は意見を出さなければだめだ

と盛んに言われた。まずはみなさんが意見を出せるような形にし、それが整えば、どんなく

だらない発言でも良い、呼び水になっていろいろな意見が出る。そういう形にしてほしい。 

○アンケート調査は地域ごとの集計結果を出してほしい。地域特性を踏まえて分析しないと、

いろいろと隠れた現状もあると思う。 

 

△コンサルタントからの説明 

単純集計のみ報告したが、年齢別や地域別のクロス集計もしており、報告書には記載する。 
 
〈丸山委員〉 

○未就学児の問１２の結果をもう一度教えてほしい。この調査は毎年やっていたか。 

 
△コンサルタントからの説明 

未就学児の親に、現在の利用の有無に限らず今後利用したいかを聞いた。「幼稚園」が５

７．５％と一番多かった。現状を聞くと４３．９％なので、現状より希望の方が少し多い。

「認可保育園」は希望が４４．９％、現状が４９．９％で、希望としては少し低い状況。「幼

稚園の預かり保育」は希望が２７．８％、現状が９．１％でかなり利用希望の方が多い。 
 
〈事務局 青木〉 
◆事務局からの説明 

今回の調査は子ども子育て支援法に基づいて初めて実施した。その前、次世代育成支援対

策推進法に基づいた調査は５年前と１０年前に１回ずつやっている。今回のニーズ調査と市

が独自でやっている調査には違いがある。ニーズ調査では「何時から何時まで利用したい」

という基本的な数値が出てくる。３年に１回行う市の調査では、例えば子どもが「自分のこ

とが好きか」など、数値に表れないようなものの傾向についても併用して調査している。今

回は、支援法が通った関係で国の方からニーズ調査のひな形が来て、それをみなさんで揉ん

で頂いて我孫子市独自の調査票を作ってその結果を報告しているという流れになっている。 
 
〈丸山委員〉 
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○この調査票は、各地区別ごとでランダムに抽出した方へ送られて来るのか。 

 
〈事務局 青木〉 
◆事務局からの説明 

説明不足で申し訳ない。横に長い我孫子市には地域特性があるのに、コンピューター任せ

の完全な無作為抽出だと、３千人全てが我孫子地区に偏る可能性がある。それではおかしい

ので、まずは年齢別、地区別の人口比率を算出して、例えば我孫子地区なら５００人、天王

台地区なら６００人という形で地区ごとに抽出する人数を配分し、その人数分の宛先を地区

ごとに職員がランダムに引いて送るという方法を取った。布佐からも湖北からも必ず一人は

出る、例えば湖北の○○地区の０歳からは必ず一人は出るというやり方。 
 
〈丸山委員〉 

○そのような調査で、利用したい施設のトップに幼稚園が選ばれているのに、我孫子市に公

立の幼稚園が無いのは何故か。保育園と幼稚園とでどこが違うのか。委員や傍聴人も含め、

幼稚園がトップに来ている理由に心当たりがあれば教えてほしい。 

 
〈事務局 田口〉 
◆事務局からの説明 

幼稚園については、もともと我孫子市には民間しかなかったので民間にお願いするという

スタンス。保育園については、とりあえず民間と公立で。区切った訳ではないが、どちらか

と言うと我孫子地区は公立、湖北から向こうは民間という感じで作られている。幼稚園への

希望が多いのは、親御さんの考えがだんだん「教育」に向いてきているのでは。保育園への

要望でも「教育」と言う親御さんが増えてきているようだ。今日初めて見たので即答は難し

いが、そういう傾向はあると思う。 
 
〈事務局 相良〉 
◆事務局からの説明 

我々もこの時期に学童の関係で保育園を回っている。その中で保護者の意見を聞くと、や

はり子どもが小学校に上がる前に何かが出来るようになる所に入れたいという声がある。か

つて自分が子どもを預けていた頃は公立の方に安心感があり何とか公立に入れたかったが、

今は、私立保育園でも習字や太鼓など非常に特徴を出している。幼稚園も同様で、それぞれ

特徴的なカラーを出しているので、保護者はそのカラーを目指して子どもを入れている。そ

の幼稚園に入りたいために長時間並んで申し込むという所も多いそうだ。幼稚園も保育園も

特徴を出していて、そこの「教育」を目指す保護者が多いのかなという実感はしている。 
 
〈辻岡委員〉 

○保育園に子どもを通わせている。午前中、我孫子市内の保育園の会議に出席した。８月頃、

保育園の全世帯に、どんなことを市に希望するかのアンケートを取って、２月に市長と懇談

した。その中に「幼児教育をしてほしい」という意見がいくつかあったが、我孫子市内の保

育園代表との会議では「少数意見」として捉えている。今日も保育園ママたちと「そういう

ことを希望する人は個人で習い事をすればいいし、保育園はのんびりでいいよね」と話して

来たばかりなので、保護者のみなさんが就学に向けて英語教育やリトミックなどを望んでい
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る傾向があるという今の話とのギャップに驚いている。そういう傾向はどうなのか。幼稚園

は多分あると思うが、保育園は公立が多く、子どもに違いがあるとは感じないが。 

 
〈事務局 相良〉 
◆事務局からの説明 

公立にはあまり差はないが、私立にはだいぶ差があり、特徴がいろいろとある。 
 
〈辻岡委員〉 

○そういうことを望む保護者は特色を見ながら私立保育園の方に通わせるということか。 

 
〈事務局 相良〉 
◆事務局からの説明 

それと、保育園は就労している保護者が子どもを預ける所。ニーズ調査を見ても、母親は

３０分圏内で働いているとか、学童保育の利用者の就労状況でも母親の多くは父親の扶養の

中で働く方が多い。自分の所得と保育にかける費用とのせめぎ合いもあるのでは。保育園か

ら幼稚園に移行する方もいるようだ。それぞれのニーズに合わせた所を選んでいる。 
 
〈足立委員〉 

○就学前のお子さんに教育をという要望は確かに多い。難しいのは何をもって教育と言うか。

例えば先日の大雪では園内にたくさんの雪が積もった。寺の駐車場から境内から、職員も朝

早く来て山ほど雪かきをしたが、子どもたちがやって来て、かまくらを作ったり雪合戦をし

たりして、そのうち一緒に雪かきを始めた。それを「子どもに大人の仕事を手伝わせている」

と見るか、「遊びながら何かを学んでいる」と見るか。例えばリトミックや英語、鼓笛など

いろいろあるが、それは単に「お品書きで一番目につく所」に過ぎない。目に付くからやた

らＰＲするが実はほんの一部。子どもは生活の中でいろいろなことをものすごく学んでいて、

そのことを幼稚園や保育園もよくわかっている。目に見えない所で、生活や遊びの中でいろ

いろなことを学んでいるので、それを教育として捉えていければなと思う。現場ではそのよ

うな気持ちでやっている。 

 
〈事務局 山﨑〉 
◆事務局からの説明 

学校教育のように、この時間は算数です、国語ですというのが幼児教育ではない。学校に

上がった時にきちんと人の話を聞けるとか、生活を時間で区切られることに対応していける

とか、生きるための基本の部分を培うのが幼児期だと思う。生活の中でいろいろな教育的な

ものを自然と得ているのに、一般的に「幼児教育」というと、英語をやっていてすばらしい、

特色を持っていてすばらしいというような形になっている。しかし、その子たちが大人にな

っていった時にどれだけの差が出るか。やはりその年齢に合った教育や保育の形をとってい

かないと、間違った方向に進んでしまうのではないかなと思う。 
コンサルタントに質問。この数値はニーズ調査のみか、幼稚園の調査も含むのか。 
 
△コンサルタントからの説明 

同じ質問をしている場合はそれぞれ回答がある。小学生だけ、未就学児だけの質問では、
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個別に数値を出している。問１２は、未就学だけの数値。 
 
〈事務局 山﨑〉 
◆事務局からの説明 

保育園では、保育を希望する人に必ず保育の場所を提供していかねばならないという国の

定めもあるが、幼稚園の場合は自由な選択になっている。その昔は我孫子市にも公立の幼稚

園を作ろうとした時代があったようだが、そういう国の位置づけや、市内の幼稚園の状況な

どで、公立が出来てこなかったという時代の流れがあったと聞いている。 
保育園の場合はやはり国の定めもあってきちんと対応していかなくてはならない。待機児

童も、本当はよその市も出したりしているが、いけないことで、それが罰せられるかという

と今のところ何もなく来ているが、我孫子市は待機児童を出さないように施設を整備して対

応してきているという現状かなと思う。 
 
〈傍聴人〉 

○今日の傍聴はとても有意義で良かった。子育て支援法が出来て、市町村主体でその地域や

ニーズに合わせた支援を行いなさいということで、国は待機児童０を目指すなど、就労に重

きを置いているようだが、先ほどから聞いていると、母親の通勤は３０分圏内とか、幼稚園

が１位とか、扶養の範囲で働くという話もあって、我孫子市はあまり大きな企業が無いとい

う地域性なのに、意外にも我孫子市のお母さんたちは、近くで、短時間でパート的な仕事を

しよう、だから幼稚園でいいよというような、幼稚園の時間内に戻れるような仕事をしてい

こうという女性たちが多いなということを感じた。 

○自治体主体で今後こういう子育て支援をしていくにあたっては、少子化対策も含め、やは

りみんな一律のサービスではなく、地域の住民が「我孫子に住んで良かったな」「住みたい

な」と思うような、子どもが健全に安心して成長できる、父母が安心して子育て出来るまち

づくりという観点で、就労の有無にとらわれず、リフレッシュに利用したいということもア

ンケートで出ていたのでそういう意味も含めて、我孫子が「われ、まご、こ」というとても

良い名前なので、我と孫と子ども３世代が住みやすいまちであり続けられるように、これか

らの政策が我孫子市から打ち出されて来ると良いなあと非常に思っている。そのために来年

度からもこの子ども・子育て会議で活発に良いご意見を出して頂き、どんなサービスが拡充

されてくるかということも非常に私も楽しみに、また意見もどこかで言わせていただきなが

ら、一緒にそういうものが出来ていくと良いなと思う。今日はありがとうございました。 

 
〈箕輪会長〉 

○それでは時間も過ぎたので今日はこれにて終了したい。皆様、ありがとうございました。 

 
８．傍聴者 

 
５名 

 
９．閉会 
 

以上 


