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平成２６年度 第３回子ども・子育て会議 会議概要 
 
１．開催日時 

平成２６年８月３０日（土） 午後１時３０分～４時００分 

 

２．開催場所 

市役所分館２階会議室 

 

３．出席者 

（委員） 

○箕輪会長、○伴副会長、○浦島委員、○渋谷委員、 

○鈴木委員、○足立委員、○武田委員、○間弓委員、○辻岡委員 

（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・基準(案)のパブリックコメントの結果の公表 

（２）学童保育の最低基準制定に伴う我孫子市の影響について 

（３）保育園・幼稚園・認定こども園の意向調査結果と市の方向性について 

（４）次期子ども総合計画の理念及び骨子（案）について 

 

５．その他 

 

６．議事（要旨） 

◆事務局の発言 

○委員の発言 

 

（１）子ども・子育て支援新制度に伴う条例・基準(案)のパブリックコメントの結果の公表 

 

（事務局 廣瀬） 

◆子ども・子育て支援新制度に伴う条例・基準(案)のパブリックコメントの結果の公表につ

いて説明。 

利用者に密接に関係する５つの基準または条例案について、パブリックコメントを６月１

６日～７月１５日に実施し、その結果の資料を事前に皆さんに配布した。保育課所管の①、

③への意見は無かった。①は、国からの通知等で専門的な内容に関わる項目となったため、

条例案から規則の制定に切り替える予定。②、③はパブリックコメントの結果、国から示さ

れた案に準じて別添のとおり作成し、９月１日から始まる市議会に議案として上程する。 

子ども支援課が管轄する④、⑤は、別添の通り、３人から８件の意見が寄せられ、回答し
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た。特に④には、学童保育での待機児童を生じさせないようにしてほしい、保育料の負担増

を避けてほしいなどの意見があった。それらのパブリックコメントと市の考え方に基づいて

作成した条例案が別紙のもの。条例案の本文については国の省令通りとなっている。 

本日③については、国の基準に「経過措置」を追加した差し替え版を配布した。８ページ

の附則２は、本文第９条の「専用区画１．６５平方メートル」について、既存施設の建物を

大きくすることはできないことから経過措置を設定した。９ページの附則３は、第１０条第

４項の「４０人」について、実際にグループ分けができるか、４０人にした場合の専任職員

が集まるか等があったため、来年４月１日現在でこれらの基準を満たしていない既存の学童

保育室には当分の間適用しないという経過措置を設けた。これらの経過措置は、児童の生活

の場となる学童保育室について、国が示した最低基準を目指しつつ、本当に学童保育を必要

とする児童が入室できなくなる状況を防ぐ手段をいろいろと取っていこうという市の考え

で設けた。経過措置を設けても、基準によって学童保育の定員には影響が出る。条例制定以

降、現在の入室状況を維持していくのはかなり厳しくなると予想される。できるだけ現状に

近づけるための具体的な方策については後ほど説明させて頂きたい。 

⑤の条例に寄せられた意見は特に条例に影響があるものではなく、条文等に関する解釈に

ついてだったため、こちらの条例案にて改正させて頂く。 

このようにパブリックコメントは終わったが、国の学童保育室についての最低基準が設け

られたので、単に経過措置を加えただけではなく、児童の生活の場としてその基準に近づけ

つつ、本当に学童保育を必要とする児童が入室できなくなるということだけは避けながら、

今後市としてもいろいろな手法の検討等、工夫を続けていきたい。この形で９月の議会に条

例として提出させて頂く。皆様のご理解とご協力をお願いする。 

 

（浦島委員） 

○我孫子市独自の経過措置を設けて当面の危機的状況を回避したのは理解できるし、やむを

得ないと思うが、「当分の間」をどう解釈すれば良いか。 

 

（事務局 廣瀬） 

◆当分の間の解釈は、子ども・子育て支援事業計画の期間に合わせ、最大限５年と考えてい

る。ただし、早急に改善すべきことなので、条例の制定を待たずに現在もいろいろな工夫は

図っている。５年に限らず早急に解決していく姿勢はあるとご理解頂きたい。 

 

（武田委員） 

○学童保育に関しては市連協などでも議論し、問題意識を持って意見させて頂いた。ご配慮

への感謝を是非お伝えしたかった。質問事項は浦島委員と同じ。 

 

（２）学童保育の最低基準制定に伴う我孫子市の影響について 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆学童保育の最低基準制定に伴う我孫子市の影響について説明。 

我孫子市は４年生までを全て受け入れ、定員を超えない所では６年生までを受け入れてき

た経緯があり、影響が大きい。国の基準どおりにするとどうしても定員数が減る。そこで、

国の基準を目指しつつ極力現状を維持するための経過措置を設けた。 
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具体的には、４年生までは全て受け入れる方針。５・６年生の入室はご遠慮頂くが、定員

に余裕がある所では６年生まで受け入れる。障がい児は現状どおり６年生まで全て受け入る。 

「一支援あたりの人数はおおむね４０人」については、既に三小学童保育室でグループ分

けを実施して体制を整えつつあるが、市全体の学童保育室のスタッフをみると、体調不良等

で４月から退職者が発生したり、応募してもこない等で現在欠員が５人出ている。安全・安

心に児童を預かるにはスタッフ確保が必須だが、保護者のニーズにも応えるため、スタッフ

と会議を重ねて経過措置を設けた。スタッフを最大限確保できなくても何とか工夫をして受

け入れていく。 

我孫子市も含め、結婚する世代の人口は減少傾向にある。スタッフの確保ができない中で

単に学童保育室を増やすことを避けるため、今後、学童保育室のみの整備は行わず、あびっ

子クラブの整備に力を入れるとともに、多種多様な利用者のニーズに応えていきたい。 

国から、小学生の放課後をより充実していくために放課後子ども教室と放課後児童クラブ

を一体的にあるいは連携したものを全国的に整備していくという「放課後子ども総合プラ

ン」が提示された。我孫子市もその方針に則り、優先的にあびっ子クラブを作っていく。来

年度は６月の二小に加え、緊急措置として９月に四小と高野山小でのオープンを目指してい

る。四小は補正予算を取って今年度から工事に入る。高野山小は、校長から保護者に向けて

市が調整を始めたことを報告した。地域の方たちが利用している部屋をメインルームとする

ため、保護者や地域の方たちとも調整し、準備が整った段階でオープンを目指したい。３１

年度までには全校にあびっ子クラブを設置するのが目標となる。 

今年の春・夏休みの状況で、若干定員をオーバーしそうな学童保育室もある。そこで、あ

びっ子クラブが設置してある他の小学校に同じ中学校区の小学生が通えるように調整を始

めた。具体的には調整ができ次第報告したい。 

先日、我孫子市学童保育連携協議会の執行員と市長が懇談した。市の放課後対策事業運営

検討委員会の中で、委員から「学童はパートの給料では使いにくい。あびっ子クラブの朝１

０時オープンまで子どもを１人にしておくのが心配。中間層の施設がほしい」という要望が

あった。これまでの利用状況調査で、長期休暇中だけ利用している家庭の就労状況をみると、

母親がパートで、普段は学校が終わる頃に帰宅できる方が多い。学童保育室の長期休暇中の

飽和状態を解消するため、２７年度４月の春休みから試行的に、長期休業期間のあびっ子ク

ラブの開室時間を９時に早めたい。スタッフの勤務時間を工夫して実施する。２７年度は利

用状況等を十分に検証し、その上で効果があると実証されれば２８年度から本格実施に移り

たい。本格実施にあたっては、スタッフ確保やサービス拡大への負担を考慮し、現在５００

円の登録料を見直したい。 

こうした方策に伴い学童保育の入室基準も見直した。受け入れは４年生までとしたため、

高学年のマイナス点数化をやめ、就労要件等が最低基準に届いていれば学年で最終調整する

こととした。通勤時間への配慮も調整点に加えた。入室書類の不備と保育料未納のマイナス

点は廃止し、現状どおり、書類不備は一旦審査をストップし書類が揃った段階で審査するこ

とにした。未納者には窓口に来てもらい今後の支払い計画をこちらで立てた後に受け入れる

ことにした。お迎え遅れは、利用者の要望や過去の状況も踏まえ、１１月申請前の４～１０

月の７ヶ月間に計７回、平均月１回までの遅刻を減点対象とした。障がい児は、手帳所持者

のみではなく、発達センターや教育研究所など、県や市の専門機関の意見書を持っていれば

優先的に入室できることとした。短期利用者のマイナス点も削除した。 

以上を踏まえたものが、この「学童保育室入室審査基準表」になる。概要をまとめたチラ
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シは、９月２日の校長会で市内小中学校の校長先生方に説明した後、９月８日に全小学校１

～５年生と、市内在住の保育園・幼稚園の年長児（市外通園含む）の全てに配布する予定。 

 

（武田委員） 

○配慮には感謝している。国は一体的運営というが、今後どうなるのか。学童とあびっ子の

違いがわからず選べない保護者もいる。違いは利用時間の長短のみで、サービスの内容には

差が無いと考えて良いのか。学童保育とあびっ子クラブの違いをわかりやすくまとめた資料

がほしい。この場でも、別途保護者を対象にでも良いので、説明の機会があると良い。 

○今回の資料では「入室審査基準の条件を満たしていれば４年生までは受け入れる」とある

が、どこまでが基準を満たしていることになるのかわからない。表とは別の基準もあるのか

もしれないが、４年生以下の誰までが入れるのかを、もう少しわかりやすくしてほしい。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆あびっ子クラブと学童保育の違いについては、設置する学校には順次説明している。あと

は保護者の選択。学童を必要としている場合もあれば、あびっ子で十分という場合もある。

子どもの選択もある。学童になじめない児童があびっ子でなら上手くいくというケースもあ

る。市としては学童をやめてあびっ子に移って下さいという考えではなく、あびっ子を作る

から学童を減らすということでもない。両方あれば選択肢が広がるとご理解頂きたい。 

あびっ子で十分という方がそちらに移れば、より学童を必要とされる方が学童に残れる。

成長に合わせて両施設を併用し、子どもの自立を促していく家庭もある。親の勧めであびっ

子に移った子どもが、学童の方が良いと戻るケースもある。そこは家庭内で話し合い選択し

てほしい。これまで７校に設置し、学童、あびっ子のそれぞれに利用者の出入りがある中で、

待機児童対策にはなっている。その意味でもあびっ子クラブの設置は進めていきたい。 

基準については今、保護者の皆さんに配布するためのしおりを別途作成している。表の右

下にある通り、今と同じように「勤務などの終了時間が午後２時以降であり、月１２日以上

（日曜日除く※）１日４時間以上就労などにつき、家庭において保育に欠けると認められる

こと」を最低基準にしている。この審査基準をもとにしても、おそらく現状とほぼ変わらな

い就労体制の人が入ってこられると思う。周辺の待機児童が多い自治体では、月１６日以上

という保育園の基準に合わせた条件や、最低でも月 14 日以上の条件が多く、我孫子市の条

件は比較的緩やかだと言える。 

 

（武田委員） 

○つまりこの基準表は、基本的に５・６年生の方によく見て頂ければ良いということか。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆そうとも言えるが、やはり基準ギリギリの方、料金を払えば預かってもらえるからと考え

てあまり利用しないのに登録している方もいる。そういう方たちには十分見て頂きたい。メ

リットもある。法律関係でひとり親家庭に配慮するという点と、看護・介護と、新たに産休

を入れた。基準を明確にすることで、そのような方たちも入れるようになっている。 

 

（鈴木委員） 

○スタッフの応募が全然来ない原因は何か。 
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○学童のスタッフに年齢制限はあるか。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆応募が来ないのは時間帯がネックのようだ。子育て中の方にとっては午後１～７時は自分

の子どもの世話をする時間帯なので、３０代、４０代の方は非常に少ない現状がある。 

◆年齢制限は、我孫子市の嘱託職員全体が６５歳までとなっている。 

 

（間弓委員） 

○募集しているのは有資格者か。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆そのとおり。資格不要な臨時職員の確保については、さほど不足していない。年齢制限も

ないので、中には元気な７０歳近い方や、学生もいる。有資格者は、保育園、幼稚園、小学

校で人材を取り合っている状況で、皆、仕事を選んでいるため、勤務条件の悪い学童には人

が集まらないと思われる。 

 

（鈴木委員） 

○今は基本的に人材不足ということ。子育ての終わった学校の先生が来てくれると良い。今

のところ小学校教諭の免許証だけか。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆最近は学校の先生も不足している。実際、こちらで採用が決まっていたのに、もとの小学

校に慰留され取りやめた方も３人ほどいた。免許は保育園、幼稚園、小学校が該当する。そ

の他「児童厚生員」の資格も該当としている。 

 

（３）保育園・幼稚園・認定こども園の意向調査結果と市の方向性について 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆保育園・幼稚園・認定こども園の意向調査結果と市の方向性について説明。 

前回示した今後５年間の各施設の定員数と施設の不足状況に、７月中旬に回答があった各

幼稚園、保育園からの意向調査の結果を組み入れて、地区ごとの現状をもとに２つずつプラ

ンを作成した。新木地区と布佐地区は、人口の動きなどから鑑み、無駄なく整備を進めるた

めに新木・布佐地区を１つの地区と捉え、整備計画策を立てた。 

国では「認可定員」を基本に施設整備案を立てるよう示しているが、我孫子市の場合は、

長期的視野に立った時、施設整備数を極力抑えて待機児童ゼロの確実な運営をしていくこと

が望ましく、現在、全ての保育園で２０％以内を弾力的に受け入れる現状もあることから「利

用定員」を基本とした考え方を採用することとしたい。ご理解頂きたい。 

将来的には人口減少で利用児童は減っていく。その際は、まず公立保育園の定員を減らす

ことは勿論、市全体の認可定員をもう一度見直していく方法で解決していきたい。過剰な施

設整備を避けながら、利用者が利用したい施設や事業が選択しやすく、事業者にとっても運

営しやすい形を市内に作っていきたい。 

潜在的ニーズを加味しながら、平成２９年度までには待機児童ゼロを確実にできる施設整



 6

備プランを立てるという大前提がある。今月中に県へ事業計画を提出しなければならないた

め、今日の会議で皆さんの意見をうかがい、了承を頂ければありがたい。 

 

（浦島委員） 

○市として幼稚園や保育園の保育士、教員へのバックアップ、施設が大きくなる所などへの

フォローは考えているか。現場の声なども具体的にあれば聞きたい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆幼稚園と保育園では保育・教育にあたる者の資格が異なるが、数年前から国をあげて両方

の資格とるようにと補助も付けて促している。多くの園で、両方の資格を持つ職員が多くな

っている。今度の制度では、保育の質の改善にも力が入れられており、研修体制の充実が大

きく掲げられている。研修を受けやすくするために研修で抜けた職員の代替職員を入れる補

助制度も設置されているので、そうしたことも視野に入れながら、研修体制の充実を図り、

保育の質の向上を図っていきたい。 

 

（足立委員） 

○認定こども園になれば、幼稚園は２・３号認定のお子さんを、保育園は１号認定のお子さ

んを初めて預かることになる。子どもに生活の場を提供するという共通の部分はあるが、制

度上違う所でやっていたものを一緒にするので、保育時間や、より小さなお子さんを預かる

ことには、それなりのバックアップが必要になる。市では何かサポートを考えているのか。 

○地区別計画は認可定員に基づいて立てることを国は示しているが、杓子定規にやり過ぎる

と現実と乖離した計画ができてしまう。今回、我孫子市では利用定員に基づいて計画を立て

るという。各地区とも、地域をまたいで利用している現状を踏まえながら柔軟に計画を立て

て頂いた。これを見ただけでもご苦労がうかがえる。妥当な計画の立て方だと思う。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆今後も認定こども園の認可は県が行うが、運営の基準遵守等を監査・指導するのは市の役

割となり、これまで以上に責任が重くなる。各園と連携を密に取り、確認していかなければ

ならない。初めての年齢層の児童を受け入れし、保育や教育を行う施設が増える中では、市

としても、事業者間の情報の共有化を図り、問題点の洗い出しとその改善を図れる機会をた

くさん作る必要があると考えている。多くの職員で学べる研修の場を持つことも大切であり、

予算確保を行い進めていきたい。 

 

（鈴木委員） 

○足立先生の意見は大事なこと。市のご苦労もよくわかる。幼稚園、保育園にとっても悩ま

しい問題。仮に認定こども園が始まっても、つまづくことの多い毎日だろうと思う。うちの

園では赤ん坊の面倒をみたことがない。新たにスタッフを招いたとしても、初めから円滑に

安全な保育ができるとは限らない。国の制度がそうなっていくのはわからなくはないが、少

し無理があるなと実感している。一応こういう段取りでやっていこうかという話は、ベター

だとは思う。事務局が言ったように、みんなが情報を共有し、みんなでつまづいた所をそし

ゃくしながら進まないといけないのかなと思う。要するに、新たに保育園が幼稚園になって、

幼稚園が保育園になる訳だから。幼稚園だけ、保育園だけの形を通す所もある中で、私は正
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直、どの道がベターな選択なのか未だに葛藤している。 

できればお母さんたちも、もう少し早く帰って来ても家計が成り立つような時代であれば

良いだろうが、夜まで帰れないという各家庭の切なる状況があるとすればそこには私たちは

立ち入れないので、そこは便利にするというよりも、子どもたちのために僕らが頑張らなけ

ればという所に行き着いてスタートできたらと思う。仕事をすること、しないこと、いろい

ろな選択が個人に任されるが、日本という国がお母さん方も働かざるを得ない状況にされて

いるのは間違いない。当分、大変な時代が続くと思うが、ベストは難しくても、よく話し合

って１つ１つ吟味しながらやっていかなくてはと思う。 

我孫子市の場合は保育園と幼稚園で今まで全く交流がなかったので、今後はお茶でも飲み

ながら会を重ねることも大事だと思う。私も聞きたいし、保育園の方も幼稚園のことを知り

たいと思う。ここで１つになって膝を交えることが大事だと思う。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆市内には様々な特色を持ち運営する保育園と幼稚園があるので、お互いの施設を見学し合

い、学んでいくことも大事だと思う。前回の会議で、ハード面だけではなくソフト面も市と

してしっかり考え、体制づくりしてほしいというご意見があった。今回は施設整備というハ

ード面をお示して皆さんにご了解を頂く形だが、今後はその辺りの整備も含め、お話しでき

るようにしていきたい。皆さんのお力を頂きながら、市としてより良い就学前児童の育成支

援の形を作っていきたい。 

 

（足立委員） 

○今の意見に賛同する。待機児童の解消ばかりが言われがちだが、子どもが学んで生活して

いく場として、これを機に幼稚園と保育園の垣根が無くなるような形で、スクラムを組んで

子どものためにみんなで一緒にやっていけるような雰囲気作りができてくると良い。 

 

（鈴木委員） 

○基本的に、どの施設も灯を消すことなく、定員的にはだんだんしぼんでいくと思うが、保

育・教育が継続できると良い。それでみんなが生活できて、幼稚園と保育園の垣根が無くな

って、みんながお互いに保育や幼児教育のあり方を学び、それぞれの個性を保ちながら運営

し続けられる安定ラインができた時に、初めてそこで子どもたちが良い意味で育つと思う。

私たちも保育園から乳児保育のあり方を学びたいし、私たちは３～５歳のお子さんについて

幼稚園としてのノウハウをお裾分けすることができると思う。そういう意味では良いチャン

スかもしれない。私は今回の制度を全面的に良いとは思っていないが、それをそういう風に

活かさねばと思う。そこの間に立って頂くのは、やはり市の担当課。子ども部ができた意味

もそこにあると思う。 

 

（箕輪会長） 

○市の方でこの制度を時間に追われて進めることで吟味が行き届かないのではないかとい

う所が一番問題。先生方が言われたように、これを契機に、この先ずっと我孫子市の子ども

たちがより質の高い保育を受けられるようにきちんと考えていくことが必要。この整備計画

を作ることは本当に大変で、これからもご苦労が多いかと思うが、市と幼稚園や保育園、さ

らには保護者も考えて、良い契機にできるように市の方で考えて頂ければと思う。 
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国では認可定員を示しているが、市では先々を見越して利用定員で考えていきたいという

定員の考え方については、ご承認頂けるか。（異議なし）次に、細かい数値を示しながら立

てて頂いた整備プランについてもご承認頂けるか。（異議なし） 

いずれもご承認頂けたので、ご意見を踏まえながら計画を進めて頂きたい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆今回ご承認頂いたプランを基に、精査をしてきちんとした整備計画を立てていきたい。 

 

（田口子ども部長） 

◆今回提出するのは、正式な最終的な整備計画ではなく、素案の形である。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆最終的な計画の形は１２月には示せる予定なので、またこちらの会議でお諮りしたい。 

 

（４）次期子ども総合計画の理念及び骨子（案）について 

 

（事務局 長谷川子ども支援課長） 

◆次期子ども総合計画の理念及び骨子（案）について説明。 

理念とは計画の一番の胆になる部分で、我孫子市に住む子どもたちとそれをとりまく環境

について市としてどのような姿勢で取り組んでいくのか、市は将来の子どもたちにどういう

姿でいてほしいのかを表明するためのもの。同時に、１つの目標を掲げることによって、一

緒に取り組んで頂けるように市民の方々へ投げかける意味あいもある。５年間の計画なので、

５年後に子どもたちの環境をどうしたいか、子どもたちにどう育ってほしいかを考えながら、

市民の皆さんとも共感できる理念を掲げていきたい。理念の書き方について、「スローガン

方式」と「目標方式」のどちらにするか協議頂きたい。すぐ形にするのは難しいかと思うの

で、この場ではどちらの方式を採用するかと、どういうキーワードを入れておくべきかをご

意見頂き、それを踏まえて事務局で形にしたい。 

 

（箕輪会長） 

○全ての事業の根底に置かれる考え方を示す一番大事な部分なので、皆さんに考えて頂きた

い。方式を選ぶ前に、まずはキーワードとして何を入れるべきかを挙げていきたい。 

 

（足立委員） 

○理念となるキーワードの一番初めに「子どもの最善の利益」ということを入れたい。これ

が一番の核として大切なこと。ただ、保育園ではよく使う言葉だが、この言い方が一般市民

になじむのかという不安はある。わかりやすい表現でこれを言えたら良い。 

 

（辻岡委員） 

○キーワードの例にある「協働」とはどういう意味か。 

 

（事務局 長谷川子ども支援課長） 

◆市民と行政が一緒になって１つの目的に向かって動いていくというような意味になる。 
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（箕輪会長） 

○それぞれ役割が違っている人たちが協力し合っていくという理解で良いのでは。 

 

（事務局 青木） 

◆全体的なことで補足したい。前の計画の目標を決めた頃は、お子さんが自分で気づいて自

分で育っていくという視点が重視されていた。流山市の例は、子どもにこう育ってほしいと

いう育てる側の視点に立っている。立ち位置も大事。基本的には行政や親は、お子さんを育

てるために支援や援助をする立場にある。子どもが自ら育つことや自分で気づいていくこと

に対して、あまり多くのことはできない。どちらを大事にしたいかも併せて考えてほしい。 

 

（箕輪会長） 

○子どもが持つ力を引き出していく視点と、子どもを育てていく側がどういうことを意識す

べきかの視点。どちらをとるか。キーワードをすぐに出すのは難しいかもしれないので、我

孫子で子育てしていく上で大事だと感じることをうかがっていきたい。 

 

（浦島委員） 

○我孫子という名前で人が思い浮かべるのは手賀沼やメディアでよく取り上げられる文化

遺産。市名としては読みにくいものの１つ。私たちが一番大事にすべきなのは、文化遺産や

自然遺産の中で子どもを育てるということ。キーワード例の「我孫子らしさ」に含まれるか

もしれないが、もっと具体的なものをたくさん入れたい。 

○市が１０数万規模というのは、大き過ぎず全体を見渡せるという良い特色。地域全体がも

っと一体化して「まちの子どもを育てる」という意識を持ちたい。地域や市全体で子どもを

育てる、子どもが育つという意識をしっかり作っていこうという考え方を是非取り入れてほ

しいし、実現できると思う。大きな市ではそれが難しい。それこそ我孫子らしさだと思う。 

 

（間弓委員） 

○保護者の立場として、これから幼稚園と保育園を一体化させる中で、多くの子ども同士の

つながりを作って、育む力を持ってほしいと感じている。ソフト面でも、いじめという言葉

ではなく、子ども同士のトラブルに関しても教員や保護者が上手く問題解決できるように、

心のケアという所も取り入れてもらえたらと思う。 

 

（辻岡委員） 

○私は我孫子に産まれ、手賀沼などの自然に囲まれて、女の子でも虫取りもしながら育って

きた。娘２人も鳥や虫に詳しい。自然に触れ合って成長してきたので、最初に浮かんだのが

「我孫子らしさ」。手賀沼も森もあって自然が多いということは、全体として入れてほしい。 

○小中は一貫になるようだが、幼稚園・保育園から小学校に上がる時も、小学校に見学に行

くなど、スムーズになるようにしてほしい。これから小学校に上がる時にどうなっていくの

か、子どもを持つ親としては不安と期待が半々。小中一貫化のお知らせは町内の回覧版で初

めて知って驚いたので、そういう情報もわかりやすくしたい。幼保一体化と小中一貫化で、

どうなるかわからない不安がある。親の視点だが、「子育てしやすいまち」というキーワー

ドを挙げたい。子育てのサポートが見える、情報の得やすいまちにしてほしい。 
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（武田委員） 

○もともと我孫子には縁もゆかりもなく、通勤は都内だが、結婚・出産を機に引っ越してき

た。なぜ我孫子にしたかというと、都会で子育てするよりは、自然が多くて地域社会がまだ

ある所に住みたいと思ったから。そういった我孫子の良さが出てくればと思う。 

○子どもを育てるのか、子どもの育ちを見守るのかという話があったが、私自身は子どもた

ちの育ちを大事にしたい。そういう意味で、目標方式の例にある「我孫子市は～」の文章は、

地域のことや育ちを支援するということが上手く入っているので、今の私の気持ちに近いと

思う。もう１つ追加するとすれば、乳幼児を持つ母親にとっては「育つ」というより「育て

る」段階だと思うので、「育てやすさ」をサポートする視点が入ると良い。ここに「尊厳を

守り」とあるが、守られるのは崇高な尊厳ではなく、子どもたちを守るという視点に下げて

あげると、もう少ししっくりくるかなと思う。 

 

（渋谷委員） 

○私は「子どもが子どもらしく生きていける」という視点を入れたい。話し合っていると大

人目線になってしまいがちなので、大本の考えとして、子どもが子どもらしく生きていける

ような理念を立てて、その下にサポートといった大人目線を入れると良いかと思う 

 

（伴副会長） 

○基本理念の役割は何か。我孫子市の子ども総合計画をできるだけ皆さんにアピールし、我

孫子を宣伝することか。流山の例は、何をやっているかより「子育てするなら流山」という

ようなキャッチフレーズとしてアピール目的で作られていると思う。そのようにアピールし

たいのであれば、堅い言葉よりも「子どもがいきいき」といった明るいイメージの言葉を使

った方が効果的。尊厳や地域の協調、自立を目指すという言葉も大事だが、それでは「子ど

もが子どもらしく、笑顔でにこにこして」という雰囲気が出せない気がする。 

○我孫子には自然はあっても設備が立派だというような所はあまり無いし、それを求めても

いない。それよりも、市の職員も含めて子どもを取り巻く住民一人ひとりが暖かいとか、あ

るがままの自然を大事にしているとか、そういう人や自然が暖かく子どもたちを包んで守っ

てくれるというイメージがある。「我孫子」という市の名前も、自分、孫、子どもの３世代

がいる、そんな暖かい雰囲気のあるまちだと思っている。施設的には流山の方がアピールで

きても、ソフト面で負けているとは全く思わない。その辺りをアピールしていきたい。市民

が多く増えることが良いのかはわからないが、「住んでみたり、子育てしてみたりすれば、

とても良い所だよ」ということがわかるような計画になると良い。 

 

（鈴木委員） 

○前の計画の時も初めての作業でいろいろな言葉が出たが、確かに堅い所があった。私が言

った「最善の利益」にはたくさんのエキスが詰まっているが、言葉は固い。 

以前私は、虐待を受けた捨て犬を飼っていた。しばらく幼稚園で飼っているうちに、ある

女性の方に「すみちゃん、最初は人を恨む顔をしていたけど、何年か経って、心の中でもう

一回人を信じてやろうかっていう顔になったよね」と言われ、感動した。子どもたちや教師

や自分も含めて、すみちゃんはみんなの愛情を食べたから人を信じる顔に変わったよという

素敵な表現だった。私は愛情をいっぱい食べた子どもは愛情を分け与えられる人になると信
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じ、教育の世界で最も大事なことだと思っている。それはまちに置き換えても同じこと。 

愛は一方的にもらうものではなく、もらった子どもは人にも愛を与えられる人になる。「愛

し合えるまち」とか「愛を知るまち」、アクティブに能動的に「愛を行うまち」でも良い。

愛を知ることによって愛し合うということができる。それは人に限らず動植物や自然に対し

ても同じなので、たくさん自然がある我孫子市だから、全ての命が愛し合えるまちにしてい

こうというような、とても包括的なものになるのではないかと思う。幼稚園も今までそうい

う思いでやってきた。命が集まるのが我孫子だと思ってきた。 

流山には鉄道の発展が大きく寄与しているが、我孫子は残念ながら交通の便が悪く、今後

の改善も見込めないので、愛を持って補っていく世界ができたら良いかなと思う。 

 

（箕輪会長） 

○いくつかポイントが出た。鈴木委員から「子どもの最善の利益」ということで、言葉はも

う少し砕けた表現として「愛をもって」「すべての命が愛し合える」といった所が出た。子

どもの最善の利益の中には、渋谷委員の「子どもが子どもらしく生きられること」も入って

くると思う。いろいろな子どもがいる中で「その子らしく」という所も入れたい。２つ目は

「自然や文化遺産に囲まれて育っていける」「触れ合いの中で」ということ。３つ目は「一

体感」「地域全体で」「子ども同士のつながり」など、地域のつながり。４つ目は、「子ども

が育つ」という部分と、そのために親や地域の大人たちみんなが子どもたちを地域の中でど

う育てていくかに関わっていく、「子育てしやすい」「サポートが見えやすい」「子育ちの見

通しが持てる」という所が出た。皆さんのご意見をもとにキーワードを挙げてみたが、他に

追加したいことや、違うと思う所などがあれば出してほしい。（発言なし） 

キーワードとしてはそのような形で、それらを踏まえて市の方に考えてもらうということ

でよろしいか。（異議なし） 

理念の書き方については、スローガン方式でアピールできる形が良いというご意見があっ

た。たくさんキーワードを入れて、もっと詳しくいろいろな考えを盛り込んで市の中でわか

りやすくしていくには目標方式になってくるかと思う。どちらが良いか。 

 

（足立委員） 

○スローガン方式と目標方式の違いがよくわからない。 

 

（辻岡委員） 

○どちらかでなければだめか。両方ではどうか。スローガンと、その下にサブタイトルのよ

うに加えるというのは。 

 

（箕輪会長） 

○スローガン方式の理念の下に目標方式のものを併記することは可能か。 

 

（事務局 長谷川子ども支援課長） 

◆いくつか案を提示した方がわかりやすいと思うので、頂いたキーワードを踏まえて、スロ

ーガン方式と目標方式をいくつか考えてみたいと思う。 

 

（箕輪会長） 
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○それでは、両方の方式でいくつか案を出して頂き、どちらかにするか、もしくは組み合わ

せるかということをまたこの会議で決めていくということで、よろしいか。（異議なし） 

 

（浦島委員） 

○例えば、頂いた封筒の右下に「手賀沼のほとり、心輝くまち～人・鳥・文化のハーモニー

～」とあるように、スローガンは自分たちのイメージを思い切って外にアピールする手段で、

こういった短いものでそれを表すことが主な役割だと思う。それとは別に、具体的に目標方

式でということになれば、内部や市が仕事としてのイメージをつかむためのスタイルだと理

解している。今までの子ども総合計画の理念は、我孫子市の子どもに対する考え方を外に向

けて広くアピールすることにあまり使われていなかった印象がある。今度の総合計画ではそ

こまで踏み込んで、子どもに関わるいろいろな学校行事やイベントの場で意識的にアピール

し広げていくことで、市全体がまとまっていかないと、せっかくの理念が冊子の表紙にある

だけのものになってしまう気がする。そういう視点でも、もう一度考えてほしい。 

 

（事務局 長谷川子ども支援課長） 

◆了解した。 

 

（箕輪会長） 

○続いて基本目標、骨子について意見を頂きたい。先に全ての説明をするとまとめにくくな

るので、大分類ごとに説明し、その都度ご意見を頂きながら進めていきたい。 

 

（事務局 青木） 

◆「１．地域で支える子育て支援」について説明。 

「第３節 事業体系、事業」は未定稿のため、今後目標値や事業内容が変わる可能性があ

る。想定される事務事業の▼は、この審議会の進行管理で毎年チェックしていく重点事業。

▽は想定される事業で、５年間の検証期間が終わった時にチェックする。 

「地域で支える子育て支援」が１番にあるのは、我孫子市が「子ども」に特化して取り組

みたいという強い思いで子ども部を設置したことにもつながっている。この計画は５年後に

見直しとなるが、今考えられる最善の施策、子どものための事業として重要だと思えるもの

を体系にした。前計画の３３４事業は１５０程度に絞り込んだ。子ども部として、この子ど

も・子育て支援に市の予算を残していきたい。 

「①子育て支援ネットワークづくり」では、市民のサービス利用にあたって最初の窓口と

なる「コーディネーター」を１番目に入れた。子育てをする人それぞれにベストな情報を提

供できるよう、広場も含めてなるべく全箇所に整備していきたい。「わくわくすくすく」は、

随時改訂して最新の情報を皆さんの手に届けたい。 

「②子育て支援サービスの充実」は、ファミリー・サポート・センターや子育て拠点広場

などの事業。自力で子育てをするのが大変になってしまった場合に、何かしらのサポートが

得られるように市があっせんをしていきたい。例えば、最初の入口として「子ども総合相談

窓口」が育児の悩みや子どもに関する相談を受けて、そこから専門の方につなげていけるよ

うに、もっとＰＲしていきたい。「ライフ・ダイアリー」は、２３年度から試行的に１２０

冊を配っている。母子手帳の大きい版で、親子で成長の記録を付けて、大きくなった時にそ

の子の宝物になるようにという意味も込めて、今後はもっと全家庭に増やしていきたい。 
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「③教育・保育サービスの充実」は、幼稚園・保育園の所で説明したので省略する。 

「④地域で育む環境づくり」は、あびっ子クラブについて国からの「放課後子ども総合プ

ラン」の関係があるので、担当者が説明する。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆今年度に入って安倍首相から成長戦略の一貫として、これまで各省庁でやっていた放課後

健全育成事業（＝学童保育）と、放課後子ども教室（＝あびっ子クラブ）を総合的に進めて

いく「放課後子ども総合プラン」が発表された。この子ども総合計画は２４年８月に成立し

た子ども・子育て３法の関係を反映して策定しているが、そこに「次世代育成支援対策推進

法」という、さらに取組みを強化するための時限立法を乗せて国の施策を進めていく方針に

なった。 

この放課後子ども総合プランをより推進するために、次世代育成法に基づいて、各市町村

で行動計画を策定しなくてはならなくなった。現時点で我孫子市では、学童保育の整備計画

を１本、あびっ子クラブの推進計画を１本、それぞれ連動させつつ作ってきたが、この子ど

も総合計画に合わせて、来年度はそれらを一本化して、放課後子ども総合プランに即した一

体的な形で載っていくといことになるので、ご理解願う。 

 

（事務局 青木） 

◆次の「青少年相談員支援事業」は、今度一本化して「子ども関係団体との連携」という名

称に変わる。市の職員も人数が限られており、子どもに学校以外の体験をさせてあげるとい

う部分は市の力だけではできないので、子ども関係団体と今後も連携を強化してやっていき

たい。「手賀の丘宿泊通学」は、定員を上回る申し込みが来ている事業。こちらも学生ボラ

ンティアや子どもネットワークなどの市民ボランティアにかなり入って頂き実施している。 

「⑤子育て家庭への経済支援」には「私立幼稚園就園奨励費補助金」と「園児補助金」が

ある。「園児補助金」には市がかなり予算をかけている。幼稚園を希望される方になるべく

負担なく引き続き利用して頂きたいという意味も込めて、重点事業にしている。 

「⑥持続可能なまちづくりへの検討」にある「魅力発信」は、来年度からできる「魅力発

信室」で我孫子市のＰＲを重点的にやっていく事業。「少子化対策」は、検討プロジェクト

が今年度から始動している。どこの市でも妊娠前の支援は手薄だが、例えば大学生がこれか

ら家庭で子育てをするイメージが持てるようにしたり、不妊で悩む方を支援したりすること

が少子化対策につながるということもある。今ちょうどヒアリングなどのプロジェクトが進

行しているので、１月の会議で報告できると思う。 

 

（浦島委員） 

○学童保育室とあびっ子クラブが今後一体化していく流れの中で、バラバラに書いた状態で

市民に見せることに違和感がある。実際には子ども部が前面に立って運用を推進してくれる

と思うので、ここの名称をもう少し整理できないか。例えば、放課後の子どもについてなの

で、２つ併記して別の名称でくくるといった方法もあると思うが、いかがか。 

 

（事務局 青木） 

◆検討したい。 
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（伴副会長） 

○子育てサポーターの役割がよくわからない。「子育てサポーターの養成と地域活動の推進」

とあるが、子育てサポーターになるとどういうことをやるのかをイメージできないと人が集

まらないのではないか。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆これは地域の中で子育てしやすい環境を作るための事業。受講者の中には、子育て広場で

月１回の託児を実施するサークルを立ち上げた人もいる。子育て応援隊の活動もある。これ

は各広場は、本来、孤立感を抱える親が互いに交流することで楽しく子育てできるようにと

開設しているが、本当に利用してもらいたい人の利用は少なく、家庭に入っていき、呼びか

けるシステムが必要と感じ、始まった活動である。サポーターの認定資格を取った方たちが

子育て情報を持って家庭を訪問している。他にも保育園の園庭開放サポーターになったり、

広場のボランティア活動に参加したりといろいろな所で力を発揮して頂ける形は取ってい

る。受講者が積極的に何か活動を進めてくれることが一番良いことではあるが、まずは地域

の子育てに理解を持ち、子育てを応援する姿勢が地域に広がるだけでも良いと考えている。

講習では、子どもの育ちや現代の子育て事情等を学んでもらっており、受講者はみなさん熱

心である。養成段階で子育て支援活動を義務付ける募集はしていない。 

 

（箕輪会長） 

○言うとハードルが上がってしまうのかもしれないが、自分の子育てにも役立つという所に

加えて、もっと積極的に我孫子市の子育て支援に自分が関わっていけるなど、社会とのつな

がりという所まで考えられるようなビジョンを示した方が、選択肢が上がるのではないか。 

 

（伴副会長） 

○例えば今後、小規模保育の所に研修受講者が入れることになるかもしれない。そういう人

たちがたくさんいるほど可能性が広がる。引きこもっている所にどれだけ入っていけるかは、

地区を担当する民生委員や児童委員よりも気軽に友達感覚で入っていける人が増えないと

難しいと思う。受講によってどんなことができるようになるのか、どういう人に増えてほし

いのかを示す書き方にした方が、参加者が増える気がする。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆募集にあたっては、もちろん活動の案内もしている。受講の最初にもいろいろ紹介してい

る。ただ、そういう活動を強制していないということである。今後、検討はしたい。 

 

（足立委員） 

○昔から、保育園はかわいそうな子が行く所だと言われている。お母さんが働かなければい

けなくて居場所の無い子が行く所だと思っている人もいる。戦後の経済成長期は、父親は外

で働き母親は家で子育てするという家族観が支配的だった。その世代の親をもつ母親は、特

に罪悪感を持つ。働く母親がどんどん増える中で、未だにそういう風潮もある。「enjoy パ

パ応援プロジェクト」はとても良い。私も共働き家庭に育ち、授業参観などに母親が来ない

こともあったが、それで仕事を辞めてほしいと思ったことはないし、頑張っている母親を子

ども心に誇らしく思っていた。女の人も、今は決して働くのは悪いことではなく、社会に出
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て仕事に励むことで人生を実現していく、そういう選択をする人が増えている。もちろん専

業主婦でも良い。様々な家族のあり方、多様な価値観、家族観がある中で、どれか１つの価

値観や、昔ながらの家族観に捕らわれることなく子育てができるということも重要だと思う。

それを事業にどう落とし込むのかはわからないが、いろいろな家族の形、人生観、家族観が

認められるようなまちであるという所も、１つ計画の中に入れていきたい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆「enjoy パパ応援プロジェクト」の活動が３年を過ぎた。父親が子育て力をつけることで、

母親の育児負担を軽減できることも１つだが、我孫子のまちにお父さんのネットワークを構

築したいという思いもあって実施してきた。父親のみを対象として行う活動やスポーツを親

子で楽しみながら子どもとの接し方を学んでもらう講座など、市内４か所の広場と連携しな

がら年間を通して活動している。昨年度作ったパパ向け冊子も好評。様々な形で父親の子育

て力向上への発信をしている。参加者も年々増えて、我孫子の中でお父さんも育児に関わる

場面が増えてきている。これからも、父親の子育て参加の大切さを促せる活動を活発に進め

ていきたい。 

 

（箕輪会長） 

○続いて「子どもと子育て家庭の健康づくり」の説明をお願いする。 

 

（事務局 青木） 

◆我孫子市の場合は、市長が医療に関心が高く、他市より健康の分野の支援が厚いと思う。

「法定」は国がやるように定めて交付金を出している事業、「市独自」は市の財政から市民

の利用分を一部又は全て支出している事業となる。 

「母子健康手帳の交付」は法定だが、中には妊娠後すぐに母子手帳を取りに来ない人もお

り、初期段階での健診券を使えない。市の保健婦もそういう人をかなり慎重に見てはいる。

１歳児健診などで何度も声をかけ、地域のサポーターが訪問もしてという形。自ら来ない人

には逆に入ってつなげていく、保育園の先生に様子を聞くなど、継続的に支援体制を整えて

いきたい。市独自で費用を負担している５歳児健診と２歳８か月健診の歯科健診でも、そう

いう人もみていきたいと考えている。 

「予防接種事業」の「子宮頸がん予防ワクチン」は、最初は市独自で全額出していたが、

国が希望者に補助を出すようになってきたため、法定となっている。「ロタウィルスワクチ

ン接種」と「小児インフルエンザワクチン予防接種」は市独自。特に小児インフルエンザワ

クチンは複数回の接種が必要で保護者の費用負担も大きいため、市として何とか補助してい

きたいと考えている。厚生労働省などの動向次第では国の補助が続かないこともあるので、

市として予算をかける必要があると認めた事業については市独自で出していきたい。 

「フッ化物洗口事業」は、他市では助成しない所が多い。幼少期にフッ化物で洗口すると

大人になっても虫歯になりにくい歯を作っていけるということで、幼稚園、保育園から実施

の許可を得た段階で保護者に確認し、希望者に対してフッ化物洗口を実施している。 

「休日診療所の運営」は、休日に子どもが熱を出した場合などに相談できる窓口を常時開

けておくという事業。「小児救急医療整備事業」は、小児救急で受け入れてくれる病院を市

内の名戸ケ谷あびこ病院に加えてもう１つということで、取手総合病院にお願いし、優先的

に受け入れてもらえる契約をしている。今後も必要な場合に搬送できるよう継続する。 
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（辻岡委員） 

○我孫子市で母子手帳の公布を受けた際、妊婦であることを示すマタニティマークのキーホ

ルダーをもらったが、今でも配布しているのか。都内では、それを付けていて不妊に悩む人

や精神的に問題を抱えている人から攻撃を受けることが増えているため、配布を積極的にせ

ず、付けないように指導している所もあると聞いた。我孫子ではどうなのかと心配になった。 

 

（事務局 青木） 

◆配布はしている。付けるかどうかは個人の任意。市では特定不妊治療（体外受精及び顕微

授精）の補助を出している。不妊治療の中でも医療保険が適用されず、高額な医療費がかか

る顕微授精などで妊娠が確認できるまで１００万円以上もかかる方もおり、補助を出してい

る。他市では男性の不妊治療への助成や、不妊が疑われる段階での相談窓口を設けるなど、

いろいろな取り組みがある。現状として、我孫子市は妊娠前や妊婦、出産直後の方などへの

支援が手薄だと実感している。少子化対策のプロジェクトが始動し、先日もヒアリングに同

行した。なかなか子どもができないと悩む夫婦が揃って産婦人科を訪れるケースも多いと聞

いた。市民の中で実際に悩んでいる方がいる。今のようなご意見は、その都度プロジェクト

に反映していきたい。 

 

（箕輪会長） 

○母子手帳をすぐに取りに来ない方がいるとの話があった。他の事業も含め、なかなか出て

来られない方に対する支援が大事。声をかけやすい場所も様々あると思う。必ずしもここだ

けでしかもらえないということではなく、市役所につないでいく仕組みも検討してほしい。 

時間となった。続きはまた次回ということで、資料を見て来て頂き、今日説明した部分に

ついても次回発言してほしい。最後に、傍聴人の方から質問等があればお伺いしたい。 

 

（傍聴人） 

私も勉強不足の市民だが、そんな私にでも、市が子育てしやすいようにとたくさん努力し

て下さっているのは伝わっている。これからもよろしくお願いしたい。 

 

（箕輪会長） 

○ありがとうございました。 

 

７．その他 

 

◆事務局 

次回の日程は１０月４日。場所は未定のため、またご連絡したい。 

 

（箕輪会長） 

○それでは、これをもって第３回我孫子市子ども・子育て会議を終了させて頂く。皆さん長

い時間ありがとうございました。 

 

８．傍聴者 
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３名 

 

９．閉会 

 

以上 


