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平成２６年度 第２回子ども・子育て会議 会議概要 

 

１．開催日時 

平成２６年７月５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） 

○箕輪会長、○伴副会長、○浦島委員、○足立委員、 

○武田委員、○間弓委員、○辻岡委員、○丸山委員 

（市職員） 

田口子ども部長、山﨑子ども部次長、関根保育課主幹 

相良子ども支援課放課後対策担当主査長、 

（事務局） 

長谷川子ども支援課長、廣瀬主幹、青木主事 

 

４．議題 

（１）子ども・子育て支援新制度に伴う条例（案）等について（資料１） 

（２）今後５年間の幼稚園、保育園、認定こども園の定員について（資料２） 

（３）子ども・子育て支援事業計画について（資料３） 

（４）子ども総合計画の理念と骨子について（資料４、５） 

（５）その他 

 

５．議事（要旨） 

◆事務局の発言 

○委員の発言 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆「なるほど BOOK」について説明。 

「子ども・子育て支援法」と関連法に基づき幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援

の量の拡充と質の向上を促していく。新制度の主な取組みは、認定こども園の普及、待機児

童解消、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充と質の向上、少子化の進む

地域の支援。認定こども園の普及を図るとともに、０～２歳の待機児童解消策として地域型

保育事業（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育）を市町村の認可のも

とで推進する。 

新制度により、我孫子市では子育て支援センターの広場事業、公立１園と私立７園の保育

園及び幼稚園で実施している一時預かり、名戸ケ谷あびこ病院・布佐平和台病院で実施して

いる病児・病後児保育、子育て家庭に必要な支援の選択をしやすい情報提供や相談援助をす

る利用者支援を充実していく。放課後児童クラブは、国の新基準に沿って充実していく。 
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新制度では施設利用者の１～３号認定を行う。すでに幼稚園、保育園に入園している利用

者には、園がまとめて手続きするなど混乱のない方法を考えたい。新規利用者には最初に保

育課へ認定申請をしてもらい、認定を受けたのちに入園への手続きを進めるという流れにな

る。 

保育料は、国が定めた保育料の新基準を上限に、地域の状況に応じたものを検討していく。 

２～３号認定は、保育の必要量により「標準時間」「短時間」に分ける。「短時間」につい

ては、我孫子市の場合は１日４時間、週４日、月１６日という現在の規定枠を積算した６４

時間を範囲としていきたい。利用判定ではひとり親、生活保護、子どもの障がいの有無など

で優先度が付く。読んでわからないことは保育課へ問い合わせてほしい。 

 

（１）子ども・子育て支援新制度に伴う条例（案）等について 

 

（事務局 廣瀬） 

◆①パブリックコメントの実施状況について説明。 

６月１６日から４基準と、関連する１条例についてのパブリックコメントを実施している。

昨日まででは意見の提出はないが、パブリックコメントやこの会議の意見を踏まえて基準を

条例化する。４つの基準の内１つは条例化ではなく規則等として考えている。資料１の②、

③、④が条例の素案。皆様からの意見を提出して頂いた時点で「素案」から「案」とし、９

月の議会に上程させて頂く予定。 

 

（田口子ども部長） 

◆②教育・保育の条例（素案）、③放課後児童健全育成事業の条例（素案）等について説明。 

我孫子市の学童保育は公設公営。新たに民間事業者が参入する場合には「放課後児童健全

育成事業の基準条例」に従って頂くことになる。 

 

（武田委員） 

○市連協（我孫子市学童保育連絡協議会）でもパブリックコメントとしての意見をまとめて

いる。提出は、委員としてが良いか、市連協として出した方が良いのか。 

 

（事務局 廣瀬） 

◆パブリックコメントは個人の意見として、この場の意見は委員として、提出してほしい。 

 

（２）今後５年間の幼稚園、保育園、認定こども園の定員について 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆今後５年間の幼稚園、保育園、認定こども園の定員について、資料２「教育・保育の見込

量」を配布して幼稚園と保育園の園長会にそれぞれ説明をした。詳細は議題（３）で説明し

ます。 

 

（３）子ども・子育て支援事業計画について 

 

＜子ども・子育て支援事業計画とは＞ 
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（事務局 青木） 

◆子ども・子育て支援事業計画について説明。 

第３章「計画の基本的な考え方」と「第３節 事業体系、事業」は皆さんの意見を反映し

たのち１１月にパブリックコメントを実施したい。第４章「第１節 子ども・子育て支援事

業計画」は９月に県へ提出する。今日初めてたたき台を示した。数値等は未確定だがご意見

頂きたい。子ども・子育て支援法に従い、市では元々利用している「我孫子地区・天王台地

区・湖北地区・新木地区・布佐地区」の５地区にエリアを分けて見込み量を推計し、利用定

員を決めていく。これは平成２７～３１年度の５年間の計画。人口推計が出たらその都度計

画を見直し、それを今後の子ども総合計画に反映して、会議で説明していく。 

 

＜幼稚園、保育園、認定こども園の定員と確保策＞ 

 

（関根保育課主幹） 

◆幼稚園、保育園、認定こども園の定員と確保策について説明。 

国の計算シートに当てはめて「②認定別潜在ニーズ」を算出したが、C:利用意向率の３号

をみると 74％以上の数値であり、現在 30％を超えることを考えると、我孫子の実情と合わ

ない数値が出たため、過去３ヶ年度の実際の保育園の利用率を考慮した意向率「①潜在ニー

ズ」を別途算出した。今後、市としては①の数値と、国の施設確保の目標である３年後の平

成２９年度と、５年後の平成３１年度の目標値を使って検討していきたい。 

Ａ：昨年市が行った人口推計を基にした年齢別の人口 

Ｂ：ニーズ調査から割り出された支給認定別の必要数 

Ｄ：現在の保育園幼稚園の認定定員との差 

Ｅ：現在の保育園での過去３ヶ年度の入園数の平均値との差 

Ｆ：保育室の面積から計算した預かり可能人数。（保育の質などを考えると非現実的） 

Ａ～Ｃは統計上の数値とし、それに対する必要量、不足量を表す数値としてはＥの数値で

見ていく。地区ごとの推計によれば、我孫子地区、天王台地区、新木地区で２号、３号のい

ずれも不足が続く。新木地区は保育園が私立１園しかなく、布佐地区の保育園にかなり流れ

ている状況から、この２地区を１エリアとして整備計画を立てることも考えたい。 

湖北地区は公立１園と私立５園があり、この地区だけで見ると現在は充足されている。 

ただ、天王台地区からの流入が多いので、天王台地区の不足分を湖北地区で賄うという考

え方で良いか、あくまでもその地区だけで見るのか、市としてもよく検討したい。 

国の整備目標である平成２９年度時点での不足数から見た地区ごとの整備計画（案）を示

した。 

これはあくまで保育課としての案であり、各園の意向や状況など、市として担保を取った

訳ではない。今後、幼稚園・保育園と調整をしながら整備計画を立てていきたい。 

 

（足立委員） 

○要保育率は、国の示した数値が現実的ではないので少し下げたということだが、それでも

現状と推計にはかなりの開きがある。例えば３号認定では、現状の２１～２７％台が２７年

度以降は４０％台に上がる。推計よりも上に振れた時に利用者が不利益を被らないよう、潜

在ニーズを厚めに見ていくのはわかる。しかし、見直しは５年後とのこと。施設というもの
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は一度作ってしまうと、予想が外れたので減らすということがなかなかできない。どのタイ

ミングで整備を行うかは問題。例えば、毎年少しずつ見直していく形にはできないのか。 

 

（関根保育課主幹） 

◆基本的に見直しは５年ごと。予測との誤差は年々見えてくると思うが、現時点では、平成

２９年度の推計値をもとに整備計画を立案する必要がある。始めの２年間でこれだけ増える

のかという不安もあるが、２９年度を目標にした整備計画の事業を立てつつ、各年度の状況

を見ていきたい。 

 

（田口子ども部長） 

◆５年間とは言っても、実際には段階的に増やしていくという計画。２割を超えたら定員を

見直すよう国から言われている。２９年度には定員の見直しがあると思う。推計値を見なが

ら段階的に進めていく計画なので、施設をむやみに増やすということではない。 

 

（山﨑山﨑子ども部次長） 

◆３号認定の要保育率が２４％台から４６．３８％に急に上がるというご意見について。こ

の表は４月１日現在の数値。保育園は毎月入園児が必ずおり、３月末になると入園率がぐっ

と上がる。昨年度の３歳未満児は年間を通して２百数十名が増えた。例えば平成２６年度は、

年度当初は２４．３８％でも、年度末には３４％近い入園率になってくる。年間を通して見

れば、必ずしも上がり過ぎではない。国では３歳以上なら４８％位、３歳未満なら４４％位

の要保育率を想定している。そこから見ても我孫子市の予測がかけ離れて高いとは言えない。 

５年先を見越した事業計画を報告するという形になっており、「整備内容（案）」を見ると

いろいろな施設を作っていくと読めるが、これはあくまでも目安である。１１日を締切りと

して、各幼稚園、保育園に自分の園はどういう形で、何人位の児童を預かる形で運営を考え

るかの意向調査を行っている。これまで１号認定の児童を預かってきた幼稚園から、今後２

号、３号認定の児童まで預かりたいと考える園がどの位出てくるのか、まだ見えない。移行

を希望する園の意向は尊重するようにとの国からの指導もある。各園の状況を見て、再度、

我孫子市の施設整備を検討し、この会議に諮ってご意見を伺っていきたい。 

 

（足立委員） 

○年間を通して増減に波があるという説明は納得した。数値は全て４月１日時点のものか。

それとも、推計値は年間をならした数値なのか。数値の根拠を揃えて比較したい。 

 

（武田委員） 

○女性が働こうと思ったときに必ずしも４月１日で復職できているかはわからない。調査の

時点で第２子を妊娠している場合など、その年度に使いたい可能性はあるけれども４月１日

ではないという方もいる。推計にはそういうニーズも入るので、誤差が出るのではないか。 

 

（関根保育課主幹） 

◆全て４月１日の数値である。 

◆いつから、という分析は難しいので、年度として区切る形でご了承頂きたい。 
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（間弓委員） 

○「幼稚園と保育園の良い所を１つにした認定こども園の整備を図る」となっている。実際

に我孫子市には認定こども園が作られているのに、そこから「良い」という声が聞こえてこ

ない。仕組みは理解しても「認定こども園にして良かった」という実例が無いと、保護者の

立場から情報を発信しづらい。めばえ幼稚園に子どもを預けている保護者の声を聞きたい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆利用者の話を直接聞きたいというのはもっともだが、こういう場に来て頂くのは難しい。

私が知る範囲だが、働きながらも幼稚園には通わせたいという保護者はたくさんいる。最近

の幼稚園は預かり保育なども充実してきているが預かり時間は様々、きちんと７時から７時

まで預けられ、かつ教育の面では幼稚園を利用したいと考える保護者にとって認定こども園

ならば、きょうだいの上の子は幼稚園の生活ができ、下の子は保育園施設で年齢に合った保

育を受けられるということで、認定こども園めばえの森を選択されているようだ。 

現在、認定こども園の保育園機能は９０人定員で４０数人が利用している。３歳児も２０

人ほどいる。まだ設立３年目で、開園当初から１００％ということはないので、だんだん増

えてきている段階。 

認定こども園と一口に言っても、園ごとにいろいろな方針を持って実施している。認定こ

ども園めばえの森はほんの１例にすぎず、他にもいろいろな保育や教育の形を持った認定こ

ども園がある。インターネットなどからも情報を得られると思うので、そういう情報も見て

頂ければ良いかと思う。 

 

（武田委員） 

○資料２の整備内容（案）について。アとイは同じだが、２ヶ所実施するという意味か。 

○この整備内容も事業計画の中に入るという位置づけか。 

○制度的には県などから財政支援があるということだったが、整備計画にも支援があるのか。 

 

（関根保育課主幹） 

◆ 

２ヶ所実施するという案です。ただし、このまま計画に入るということではない。事業者と

の協議もまだなので、あくまでも目安であり、ここに書かれている程度の整備をしないと充

足率は補えないだろうという内容と理解頂きたい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆施設を整備する場合は、それに見合った補助金が国や県からある。市の持ち出しも必要に

なるだろう。 

 

（事務局 廣瀬） 

◆欠席の鈴木委員からもご意見を頂いている。「我孫子市子ども・子育て会議への提言」と

いうことで今日配布しているので見てほしい。時間の都合により最上段のみ読み上げさせて

頂く。「子育て新制度は、まずもって子どもにとって良いものでなくてはならない。日本の

幼児教育は、永年、１日５時間の保育を好しとし、優れた環境の中、良き保育者が幼児と共

に良く生活をする、かような理念のもと今日に至っている。新制度下では多様な形の保育施
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設が誕生する訳であろうが、まずは子どものため。間違っても親のため、為政者のためが先

行してはならないのです。良く動き、働き、良く食し、伸びやかに仲間と駆け、身近な小さ

な生き物たちを慈しみ、ふさわしい環境と、あるいは教師や両親、身近な人たちとの豊かな

交わりを通してこそ、人は育つのではないでしょうか。制度の中に、保育の魂の注入を賜り

たく。以上。」 

 

（箕輪会長） 

○障がいがあるために私立保育園から入園を断られて公立に通っているというお子さんが

いる。私立保育園には若い先生がとても多いが、職員研修が十分であるとはいえないのでは

ないか。今回の新制度では、研修が努力義務とされている。鈴木委員の意見にも関連するが、

私立保育園でも安心して、障がい児やアレルギー児などを含む全ての子どもが平等に良質な

保育・教育を受けられるということが大事。私立の保育園や幼稚園で、対応できる設備や人

員が整っていないために、障がいを持った子どもや、アレルギーを持つ子どもが受け入れて

もらえないということもあるようだ。そういった問題についても今後の所に載せて頂きたい。 

○土曜保育においても、仕事でやむを得ず預けなくてはいけないのに、自宅で見られるなら

見てくださいと言われてしまうこともあるようだ。一時保育に子どもを預けて気持ち的にリ

フレッシュしたくても、自分の手で育てなければいけないという気持ちが強かったり、リフ

レッシュで預けることについての保育者からの目もきになったりすることもあるだろう。も

ちろん保護者の責任という部分も抑えるべきだが、本当に預かってほしい時に安心して預け

られるようにすることが必要である。 

○公立の保育園では研修制度がきちんと整えられているが、これから公立が減っていった時

に、私立で保育の質をどう確保していくのかを考えてほしい。幼稚園についても同様である。

やはり保育の質は大事。私立は各園の考え方のもとに保育がされているが、基本となる保育

所保育指針や幼稚園教育要領に則った保育という観点から、質の保証がされるということが

子どもにとってすごく大事なことだと思う。「数」だけではなく保育の「質」の確保にも踏

み込んで考えてほしい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆鈴木委員と箕輪会長から頂いたご意見は、これから整備計画を作成していく中で大切に受

け止めていきたい。 

 

（丸山委員） 

○お話を伺っていて、全くその通りだと思う。市は我孫子の魅力として「子育て支援」を掲

げている。先ほど「なるほどＢＯＯＫ」の中で、今後の認定こども園に対しても「混乱なく」

という話があった。そこは是非お願いしたい。 

○仕事で市内を車で走っていると、東地区の幼稚園バスが西地区を回っていたり、その逆が

あったりする。幼稚園は特色を前面に出して、保護者もそれに惹かれる現状もある中で、今

後、認定こども園が出てくると、やり方によってはバランスが崩れて「子育て支援の充実」

という我孫子の魅力が、魅力ではなくなってしまう可能性もある。認定こども園に対しては、

各地域で是非バランスを取りながら推し進めて頂きたい。 

 

（足立委員） 
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○今、箕輪委員からすごく大事なことを伺った。特に障がい児保育の「私立に断られて公立

へ」という話では、こういう場で申し上げるのは恥になるので躊躇したが、実際に私も私立

保育園の経営の中で、保育の必要性のある障がい児を、預かりきれずにお断りしたことがあ

る。 

保育の現場では今、「グレーゾーン」などと盛んに言われているが、実は障がい児保育の

周りには、障がいという認定はないけれども、その周辺にいる子どもたちというのがすごく

増えてきている。ただ、今は申し訳ないが制度が現状に追いついていない。この園で保育を

受けさせたいと保護者が希望したら、どんな子どももそこで保育を受けられる、それが新制

度の一番大事な所。親が働いているかどうか、また、子どもが障がいを持っているかどうか

に関係なく、すべての園でその子どもを受け入れられる、それがすごく大事なこと。事業者

として、これは最大限努力していかなければいけないと思う。制度の方も、柔軟に、現状に

合った形で、障がい児保育の制度や仕組みというものを考えて頂きたい。 

 

（箕輪会長） 

○障がい児・アレルギー児に限らず全ての子どもに関連することだと考えていきたい。それ

ぞれの園の経営状況や、若い保育士さんたちの経験が伴わない中で、上から受け入れろと言

われて受け入れた時に、実際に保育していく中で難しい状況が起きるということも出てくる

かと思う。その辺りは各園だけで抱えていくのではなく、支援の方法を市が積み上げていく

ことが必要。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆療育手帳を持っていなくても、発達の気になる児童が、本当に今、幼稚園・保育園ともに

増えてきている。現制度だと、療育手帳などを持っている児童３人につき県や国から補助が

出るが、本当に微々たるものであるため、我孫子市では独自に、保育士１人分の経費を出す

という施策を進めている。しかし現場では、３人の児童が別々のクラスにいれば１人で見る

ことはできず、現状として預かりたくてもそこまで保育士が足りていないなど、いろいろな

事情で「公立へ」という流れがあるかと思う。新制度になれば、「公定価格」の中に「療育

支援加算」が入るので、現状よりも手厚い職員体制が作れる形にはなるかと思う。 

市では、公立園を民間委託する計画がある。現在、公設民営で運営する園と、全て公設公

営で運営する保育園２園を民間に移管していくのだが、移管するにあたって障がい児も現状

通り受け入れるという項目を選考条件に入れるなど、障がい児も希望園に入園できる環境を

作っていきたい。 

また、現在、年に数回、公立・私立保育園が合同で研修会等を実施している。その中で、

そういう児童のフォローや指導の仕方について学ぶ機会を設けている。これからも、更に学

ぶ機会を大事にしながら職員の質の向上を促していきたい。また、市ではこども発達センタ

ーの職員が「巡回指導」という形で保育園や幼稚園に行き、職員に指導の仕方をアドバイス

する体制をとっている。こども発達センター自体の利用児童がとても増えているため、巡回

指導の回数が減っている現状もあるが、これからも長続きする体制づくりを検討する必要が

ある。保健センターや私立幼稚園・保育園とも連携が取りやすい形を進めていきたい。 

 

（箕輪会長） 

○研修をして、園に持ち帰った後でそれがどう反映されたかということが大事だと思う。 
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＜放課後対策（学童保育とあびっ子クラブ）の定員と確保策＞ 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆放課後対策（学童保育とあびっ子クラブ）の定員と確保策について説明。 

「おおむね４０人」を保育する部屋（専用区画）の概念が国から新たに示された。我孫子

市では「１人当たり１．６５㎡」という目標値に対し「延べ床面積」から定員を算出してき

たが、面積から台所やトイレ・事務室などが除外されることになった。本日配布した「学童

保育室 定員（案）」の「国基準定員」が、国の概念に従って保育スペースのみの面積から

再計算した結果になる。「Ｈ２６定員」が現状の定員。「増減」にある△（マイナス）数値の

分だけ定員が減り、入れなくなる児童が増える。 

学童保育へのパブリックコメントはまだ来ていない。先日、学童保育の代表の方に、今日

の会議が終わった時点で情報を公開できるので、それをもとに約１ヶ月間でアンケートをと

って集計して頂くようお願いした。武田委員を中心に、学童保育の保護者の方にも意見を提

出頂く。それらの意見をもとに再度、我孫子市における定員を検討していきたい。県や国の

話では、国が決めた最低基準を大幅に上回ると基準違反とみなされ、学童保育における国か

らの補助が下りなくなる。各施設がどの程度の人数を受け入れられるかという点と、国の基

準をどこまでクリアできるかという点のせめぎ合いの中で、実際の定員を決めていくことに

なる。 

学童保育でも今後の需要量を調査した。小学生の保護者からの回答が少なく、また、子ど

もがまだ小さいので先のことはわからないという回答も多かったため、回答者数が１桁のと

ころが多く、学童保育の需要量は非常に低い数値となった。我孫子地区では平成２６年６月

現在３９８人の児童を預かっているが、ニーズ調査による推計値は２２８人。実数値と推計

値との差が大きく本来の学童保育の推計には適さない。そこで、教育委員会から頂いた小学

校児童数の推計をもとに、現状値からの増減を改めて推計したところ、平成３１年までには

若干減るものの３００人の大台にとどまるという結果が出た。 

以上を踏まえ、市では学童保育を受け付ける際の入室審査基準の設定を考えている。船橋

市のほか、待機児童が多い市町村では全国的に取り入れられている。利用世帯の現状に合わ

せ、最低基準を保育園より緩い「週３日」か「月１２日」以上の就労に設定した。「子ども・

子育て支援制度」の他にも、安倍内閣の子どもに向けた取組みがいろいろとある。女性の社

会進出をバックアップするための学童保育の充実、ひとり親世帯が優先的に学童保育に入れ

る法案の可決、障がい児への配慮など、国の動向も踏まえて点数を設定した。 

例えば両親が共にフルタイム勤務だと合計４０点になる。ひとり親家庭には育児協力者の

有無に応じ点数が加算される。母親が介護で働けない、病気で入院しているという家庭にも

点数が加算される。現在の利用者の就労状況を全て点数化してみた所、どうしても必要なの

にはじかれてしまう場合が想定されたため、「Ｅ その他の調整事項（全員）」を設けた。障

がい児の場合は５～６年生になっても手助けが必要なので、加算を設けた。 

定員があるので、マイナス要件も設けた。学童保育の入室に必要な書類が出ていない場合

や、途中で仕事を辞めたのに報告せず利用し続ける場合、支払いが滞っている場合、お迎え

が遅れた場合などが減点される。また、市長が前回話したように、できる限り低学年を優先

的に入れるため、４年生以上には「学年調整」のマイナス点が付く。 

このように点数化をして、学童保育の定員の中により保育が必要な児童を入れていこうと
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考えている。この表は今日初めて皆さんにお見せした。内容も非常に細かく、今の説明だけ

ですぐにご意見を頂くのは難しいかと思うので、次回の会議までにご意見を頂き反映させて

いきたい。 

 

（武田委員） 

○保育園の場合も優先順位などを細かく点数化しているのか。細いと判定が困難なのでは。 

○「国基準定員」との差が１桁の所が結構ある。１．６５㎡／人という基準が「おおむね」

となっていることと、グループについては「参酌する基準」となっていることから考えると、

例えば３人程度なら基本的には受け入れても問題ないレベルだと考えて良いか。 

○資料３にある学童保育の課題と対応策の部分ついて、もう少し詳しく教えてほしい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆学童保育の基準程細かくはないが、保育園でも就労日数やひとり親などで点数化はされて

いる。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆他の市町村を参考にいろいろ作ってみたが、大まかな基準では、逆に判定しにくいとわか

った。例えばある市町村に「就労日数が１６～１８日で何点」という基準があるが、我孫子

市では１６日就労の人が非常に多いため、１８日と１６日には差を付けないと、低い日数の

人が多くなる。このように、実際試算をした上で細分化をした。 

◆定員について、この数字をもとに実際どれくらいの定員が設定できるかは、今、内部で調

整している。船橋市では待機児童が数百人単位で出ており、それを少しでも減らすために「お

おむね４０人」について「５０人まで受け入れます」という方針を出したところ、パブリッ

クコメントで詰め込み保育に反対する意見が多数寄せられ、実際の基準は４０人になった。

全国学童保育連絡協議会のシンポジウムで国や他県の動向を聞いてきた。そこでも、あまり

多くの子どもを受け入れるのはよろしくない、だから国も学童保育の最低基準をつくること

になったという話があった。安全面から考えると、それほど大きく定員は伸ばせないだろう

と考える。 

◆根戸小では、毎年１００人ずつ児童が増えていく中で学童保育室を２つ増やしたが、更に

あびっ子クラブを作ることで待機児童を回避できた。第三小も同じ。このように、学童保育

が大規模な所から優先してあびっ子クラブを設置していくという対応策になると思う。実際

に、今年は並木小と布佐南小にあびっ子クラブを作った。あびっ子クラブのない学童保育室

では、夏休みになると児童が倍増する。今年は第二、高野山、新木、布佐などで多くなった

が、あびっ子クラブの設置で学童保育の利用者数が抑えられた場所もあり、あびっ子クラブ

の開設を今後も進めていきたい。 

 

（浦島委員） 

○あびっ子クラブの併設で流動的に子どもたちを受け入れるというスタンスは良い。夏や春

の短期預かりが多い時期に、あびっ子クラブが開いている前提かどうかが気になる。 

○１ヶ月限りという時間帯と、あびっ子クラブの開設時間帯は重ならない時間があるのか。 

○学童保育の利用者が増えそうな所からあびっ子クラブを配置していくとのこと。是非、我

孫子市から定員オーバー、待機児童といった言葉が無くなるぐらい充実させてほしい。 
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（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆あびっ子クラブは夏休みなどでも全部開いている前提なので問題はないと思われる。 

◆開設時間帯は同じ。夏休み等、短期間のみ学童保育利用者は普段はあびっ子クラブを利用

しているという家庭が多い。母親の就労状況は、子どもの登下校に合わせた９時～１５時以

内が非常に多い。学校がある時には学童保育を利用したくないが、夏休みなどは子どもが朝

から留守番とならないよう、短期的に学童保育を利用するという人が多い。 

 

（伴副会長） 

○昔を思えば、国基準ができたこと自体がすごいと思う。昔は、部屋さえあればどんな所で

も、何人増えても構わないという感じだった。基準を設けた結果、今の人数が今の場所で受

け入れられなくなるなら、その現状自体が貧しいということ。市でも基準ができたら、その

中に無理矢理１０％増し、２０％増しでどんどん入れていくということは避けてほしい。 

○スタッフの問題もかなり大きい。幼稚園、保育園、障がい児などいろいろとある。スタッ

フや指導員たちがどういう働き方で、どれぐらいの子どもたちの面倒を見るのか、あびっ子

クラブとはどう違うのか、そういうことを保護者たちが明確に把握して選択できるようにす

る必要がある。 

○入室基準が必要になるということは昔から言われてきた。基準ができ始めたことは素晴ら

しいが、保育料を払えるかどうか、保護者側に心配材料が有るかどうかで入室できる人が違

ってくるというのは少しおかしい。基準の中身はこれだけではないはず。今後は、各家庭が

生活する上での幸福、充実という視点を取り入れてほしい。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆今回、守らなければならない基準のスタッフの「資格要件」に動きがあった。先週、国の

方でようやく検討会が始まった。そこで資格要件の中身が議論され、それが県に投げられて

から市町村に下りてくる。内容については、当然、障がい児のことや心理学的な部分も入っ

てくる。 

学童保育でもあびっ子クラブでも、発達が気になる児童は増えている。落ち着いていられ

る場合とそうではない場合がある。スタッフの対応についてはこども発達センターの方たち

や学童専任の心理相談員が指導したり、人数が増える４月当初や夏休みにはスタッフ体制を

増やしている。 

 

（箕輪会長） 

○あびっ子クラブを小学校の中に作っていくための教室の確保はどうなっているのか。 

○学校側が安心して教室を貸せるように、今後、学校側の意見なども踏まえて調整していく

ことが大事なのではないか。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆あびっ子クラブは並木小と布佐南小を入れて７校あるが、やはり設置には教室の確保が大

前提となる。我孫子市は全国的に見ると教育委員会や学校が非常に協力的だが、児童数が多

い小学校に設置するのはなかなか難しい。来週また他市から視察に来るが、他の自治体を見

ていても、学校のハードルが高いという課題が一番聞かれる。我孫子市も今後とも学校側の
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協力を仰ぎ、相談して進めていきたい。 

◆これまでも、先生に放課後の責任があるのではないかと学校では心配されてきた。一番多

いのはケガについてである。ケガは現場スタッフが対応するということで、１回でもケガを

したらその場で病院に連れて行ける保険に加入しており、病院への搬送もタクシーで対応し

ている。保健室にも協力を仰ぐこともあるが、今のところ、先生から苦情がきたことはない

と思う。東京都などでは地域のボランティアの方が代表者となっているような所があるよう

だが、我孫子市の場合は、市が雇っている嘱託職員を必ず配置している。そういう点では学

校側に安心してもらえると思う。 

 

＜地域子ども・子育て支援事業（一時預かり、ファミリー・サポート・センター）等の目標

について＞ 

 

（事務局 青木） 

◆地域子ども・子育て支援事業の目標について説明。 

地域子ども・子育て支援事業には一時預かり、ショートステイ、ファミリー・サポート・

センターなどがある。病児・病後児保育は、この４月から名戸ケ谷あびこ病院と布佐平和台

病院でやって頂いている。子育て支援拠点事業は、イトーヨーカドーにあるにこにこ広場の

ような事業。利用者支援事業は、保育の利用希望者がどういう保育を利用すれば良いか相談

できる場を提供する事業。保健センターで実施している新生児や妊産婦の訪問指導や、児童

虐待防止事業などもある。国県の補助金も出ているので、我孫子市として、これらの事業を

指定していき、各事業の目標値を年度ごとにきちんと掲げて報告するのが重要な事項。 

目標は４月の終わり頃に県に報告したが、その後の詳しい指標が示されておらず、今後、

指標が変わる可能性が高い。例えば、新生児・妊産婦訪問指導事業は「年間延べ訪問人数」

が指標だが、児童虐待防止援助活動のように、同じ当事者が１人で何回も相談を受けないと

心配な事業では、「人数」ではなく「相談回数」を数えたい。大きな違いが出る。県から指

標が示され次第、皆さんに報告し、協議して頂きたい。今ここにあるのは暫定的な目標値と

いうことでご理解頂きたい。 

 

＜議題（３）全体を通しての質問・意見＞ 

 

（丸山委員） 

○障がい児の受け入れについて、現状で積極的に受け入れる園、受け入れない園はあるのか。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆その年の各園の状況にもよるので、一概には言えない。今年度保育園には、正式に療育手

帳や児童発達支援受給者書等を持っている児童が２０人弱程度いると思われるが、その入園

先の割合は園の数自体も私立の方が倍以上あるものの公立よりも多い。園児に怪我があって

はいけないという思いが一番の大前提になる。その年々の職員体制や入園児童数、クラスの

状況などにより、園の方で障がい児保育が可能かどうかの状況を見極めながら受け入れ体制

を決めていくのだと思う。 

 

（足立委員） 
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○障がい児と言っても非常に幅が広く、自閉症や身体障がいなど、症状は様々である。一概

に「障がい児だから受け入れません」と言う園はおそらくどこにも無いと思う。基本的には、

入園を希望する児童はみんな入園させて保育したいという思いでやっているが、例えば医療

行為が必要で、職員体制が組めずお断りせざるを得ないこともある。新制度では職員の処遇

改善も大きな柱として入っていると思う。私立保育園も処遇を改善していけば、公立保育園

のように職員の層が厚くなって、どんどん状況は改善していくし、そうしていかないといけ

ないと思う。処遇改善をすると言うのは、単に保育士を確保するということではなく、おそ

らくそういう意味も含まれていると思う。各園ともに努力して、そういう体制を作っていく

必要がある。それを皆さんも厳しい目で見て頂き、各園が受け入れ体制を作れるようにして

いくことが必要だと思う。 

 

（丸山委員） 

○誰もが一緒に勉強や生活をしていくのが一番の理想だが、同時に、風評被害というものが

ある。例えば、障がいを持つ児童でも、一緒にいても困らない児童もいるが、何もしていな

いのに叩かれる、傷つけられるとなれば、保護者のネットワークで「○○園では障がいを持

った子が毎年何人もいて…」といったことが起きてくる。これは園にとっても、我孫子市に

とっても不利益になる可能性がある。「一緒にみんなでやっていこうよ」という考えがある

なら、風評被害対策も同時に考えてい頂きたい。 

 

（足立委員） 

○実際に障がいのある児童を受け入れたことのある現場の立場から言うと、例えば、全く障

がい児と接したことのない保護者は、最初にそういう反応をする場合もある。ただ、一緒に

生活していく中で、「○○ちゃん、○○くんのお世話をしてあげよう」とか、その子との関

わりで子どもたちが毎日いろいろなことを学んだり、苦手なことをみんなで助けてあげたり

ということで、やさしさも芽生えてくる。最終的には、子どもたちにとっても親御さんにと

っても、その子が一緒にいて良かったねというケースがほとんど。むしろ、園側はそういう

雰囲気を作っていかなければいけないと思う。 

 

（間弓委員） 

○私も幼稚園に子どもを預けている保護者の１人。保護者から見て、うちの園は割と障がい

児を受け入れてくれていると感じる。何故かと言うと、１学期の始めの保護者が集まる親睦

会のような場で「実はうちの子は新木の発達センターでお世話になっています」と言うお母

さんが多いから。そのお母さんがそのことを発表できる場があるのは、それを言える幼稚園

だからこそかもしれないが、一言それをみんなの前で言ってくれるだけで、他の保護者もそ

ういう子がクラスにいるとわかり、その子をサポートしていこうという協力体制も出てきて

いる。そういう子を、先生だけではなく、みんなでどうやって一緒に助け合っていこうかと

いう雰囲気をその幼稚園では感じている。発達センターに行っているということをすごくそ

の場で感じることができるし、その子たちを受け入れるからこそ、子どもたちも幼稚園生な

がら協力していくということが芽生えてくる、そんな時期かなと感じている。 

 

（丸山委員） 

○すばらしいと思う。 
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（箕輪会長） 

○そういうことを支えていける保育者が保育園や幼稚園にしっかりといるということが大

事。子どもの個性は障がいがあっても無くても一人ひとり全く違う。障がいがあるから特別

な対応を考えなければいけないというのではなく、今回の子ども・子育て支援事業計画の中

で、障がいを持っている、いないに全く関係なく、子どもたちがそれぞれいろいろな個性を

持ちながら一緒に育っていくという所が大事だと思う。 

 

（４）子ども総合計画の理念と骨子について 

 

（事務局 青木） 

◆議題（４）子ども総合計画の理念と骨子について説明。 

資料４を１枚めくった下半分に根拠となる法律がある。当初は「子ども・子育て支援法」

１本のみを根拠としていきたいと話していたが、新制度の周辺でいろいろな法律が成立して

いるため、子どもに関わる周辺の法律を全て考え合わせて新しい総合計画を作っていく。 

「基本理念」は、我孫子市がどういう風に子育てをしていきたいかの目標を示すもの。ス

ローガン方式にするか、目標方式するか、法律で示されているキーワードや皆さんからの案

をもとに、この委員会の中で決めていきたい。「基本目標」は６つ。これは、新しい法律に

関する事業の細かい指標がまだ国から出ていないので、平成２１年当初に厚生労働省が出し

た分類に基づいて、市の関係各課が集まる作業部会という会議の場で出てきたもの。 

この審議会の中で、わかりにくい文言などについて審議をして頂きたい。資料を持ち帰っ

て検討して頂き、次回の８月３０日の会議で皆さんに意見を伺って訂正していきたい。 

 

６．その他 

 

（事務局 青木） 

◆今回の委員会を開催する前に浦島委員から質問事項を頂いた。その回答をこちらで作成し

て皆さんに配布したので、目を通して頂きたい。 

 

（浦島委員） 

○我孫子の市民の皆さんに、新しい制度についての情報がどの程度提供されているかを伺っ

た。初めて「なるほどＢＯＯＫ」を見た人に制度の内容がすぐ伝わるかは疑問に思う。市長

を始め、いろいろな場所で説明する機会があると思うが、やはり新しい制度は子どもたちの

ためだけにあるのではなく地域全体の問題だということを踏まえ、多くの人にわかりやすく、

広報活動や支援活動に役立てていけるようにしたいと思う。 

 

（箕輪会長） 

○最後に、傍聴人の方からもご意見があれば発言をお願いしたい。 

 

（傍聴人） 

どうして障がい児を受け入れることが必要なのかわかるような説明が必要だと思った。 
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（傍聴人） 

鈴木委員の意見に、この制度は親のためなのか、子どものためなのかという話があった。

女性の社会進出や少子化が進んでいる。私が一番気になっているのは子どもの遊ぶ場所がな

くなっていること。これは本当に一生懸命考えないといけない。 

私は５月の市長懇談会に行って、教育委員会の組織が来年４月から変わるが、その中でど

のような教育の入り方をしていくのかという質問をした。私個人の意見として言わせてもら

ったのは、グローバル社会が進む中で、子どもが友達を愛し、家族を愛し、我孫子を愛し、

まず自分の考えを持って、自分の良い所を広めていく、他の良い所をもらっていくというの

がグローバル社会だと思う。 

 

認定こども園について。我孫子市は小中一貫校をやっているが、それと同じように、幼児

期もなるべく環境を変えずに教育をしていった方が良いと考えると、やはり認定こども園の

充実は必要だなと感じる。その上で小中一貫校を進めれば、ゆとりができると思う。 

 

あびっ子クラブについて。支援する人たちの資格の問題があった。実は私も今年の６月か

らアップアップ言って参加している。我孫子市は、いろいろな資格が必要だという要綱を出

している。ところがサポーターについては、指導する立場ではなく見守る立場だと言ってい

る。実際に行ってみると、正直な話、資格＝人生経験。大げさな資格などいらない、人生で

如何にどんなものを経験しているか、良いことも悪いこともある中で、いろいろな形を子ど

もに教えていく、そういうことこそ大事だと思って接している。ただ問題なのは、何かあっ

た時に「なぜそんなことをしたの？」と言われる可能性がある。組織にはある程度制度があ

って、そこには少し引っかかってくるかなという所があるが、実際にやってみる、現場を見

るということが必要だと思っている。 

 

（箕輪会長） 

それでは、これをもって第２回我孫子市子ども・子育て会議を終了する。皆さん長い時間

ありがとうございました。 

 

７．傍聴者 

 

５名 

 

８．閉会 

 

以上 


