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平成 30 年度 第 1 回我孫子市子ども・子育て会議 会議概要 

  

１．開催日時 平成 30 年 7 月 21 日（土） 午後 1時 30 分～4時 

  

２．開催場所 市役所分館中会議室会議室  

  

３．出席者  

（委員）  

○箕輪会長、○伴副会長、○太田委員、○水野委員、○池田委員、 

○会田委員、○鎌田委員 、〇増田委員、〇菅原委員、〇真弓委員 

（市職員） 

森子ども部長、星子ども部次長兼保育課課長、阿部子ども相談課長、 

遠藤こども発達センター所長 

（事務局）  

岡本子ども支援課長、中場課長補佐、山本主任  

 

４．議題  

（１） 我孫子市子ども・子育て会議について 

（２） 子ども・子育て支援事業及び重点事業 平成 29 年度実績報告 

（３） 平成 30 年度進行管理について 

（４） 健康福祉総合計画推進協議会委員の推薦について 

（５） 子ども部各課からの報告 

（６） その他 

 

５．配付資料  

【事前配布資料】 

・（参考資料）子ども子育て支援法と次世代育成支援対策推進法 

・H30 第２回子・子会議日程調整 

・子ども総合計画と進行管理・H30～31 スケジュール 

・平成 29 年度実績 子ども・子育て支援事業 

・平成 29 年度実績 重点事業 

【当日配布資料】 

・我孫子市子ども・子育て会議委員名簿 

・子ども・子育て支援事業差し替え・正誤表 

・平成 29 年度実績 子ども・子育て支援事業、重点事業一覧表 

・子ども部の概要（平成 30 年度版） 
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６.開会 

【子ども支援課 岡本課長】  

定刻となりましたので、ただいまから第１回「我孫子市子ども・子育て会

議」を開催いたします。 

本日は，大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。子

ども支援課長の岡本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。会議に先

立ちまして、我孫子市では、審議会等の会議は、原則公開となっており、本会

議につきましても公開での開催となっております。また、会議録についても、

ホームページ等で公開いたします。会議録作成のため、本日の会議は録音させ

ていただきますので、ご了承ください。 

初めに、第１回「我孫子市子ども・子育て会議」の開催にあたりまして、子

ども部 森部長より、ご挨拶を申し上げます。森部長よろしくお願いします。 

 

【子ども部 森部長】  ― 森部長挨拶 ― 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

ありがとうございました。 

続きまして、委員の交代についてお知らせします。平成 30 年３月をもって

松山委員、辻岡委員が自己都合により解職となり、新たに委員として、『池田 

優樹さん』、『会田 小耶子さん』が委嘱されました。それでは、今年度第１回

目の会議となりますので、委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと思いま

す。箕輪会長から、お席の時計回りの順にお願いします。 

 

― 各自、自己紹介 ― 

 

ありがとうございました。続きまして、子ども部の職員を紹介です。 

 

― 各自、自己紹介 ― 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

改めまして私は、子ども・子育て会議の主管課であります、子ども支援課課長

の岡本と申します。よろしくお願いいたします。以上で紹介を終ります。 

なお、本日の会議には、全委員 10 名中 10 名のご出席をいただいております。

子ども・子育て会議条例第６条、第２項及び第３項におきまして、会議は、委員

の半数以上が出席しなければ会議を開き議決をすることができないとされてお

りますが、以上のとおり本日は定足数を満たしておりますことをご報告いたし
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ます。 

続きまして、本日、配布しました資料の確認をさせていただきます。事務局お

願いします。  

 

【事務局（山本主任）】  ― 配布資料の確認 ― 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

不足等ございましたら事務局に、お申しつけください。 

それでは、「我孫子市子ども・子育て会議条例 第６条 第一項」により、こ

の後の議事進行は、箕輪会長にお願いいたします。 

 

【箕輪会長】 ― 箕輪会長のごあいさつ ― 

本日の傍聴人はおりません。 ご報告いたします。 

 

６．議事（要旨） 

（１） 我孫子市子ども・子育て会議について 

【箕輪会長】  

それでは、次第に沿って進めます。はじめに、議題①「我孫子市子ども・子

育て会議について」、事務局より説明してください。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】  ―  説明 ― 

 

【箕輪会長】 

ご質問などありますか。 

 

―質問なし― 

 

（２） 子ども・子育て支援事業及び重点事業 平成 29 年度実績報告 

【箕輪会長】 

次に、議題②子ども・子育て支援事業及び重点事業、平成 29 年度実績報告

について、事務局より説明してください。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】  ― 説明 ― 

 

【箕輪会長】 

皆様、何かご質問はありますか。 
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【鎌田委員】 

重点事業 No.25「小学校プールの一般開放」について、実施内容欄と次年度実

施計画欄に記載されている年度が誤って記載されているのではないかと思いま

す。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】 

ご指摘のとおりです。（公開している資料は修正済） 

 

【箕輪会長】 

事務局にて修正をお願いします。 

 

【鎌田委員】 

重点事業 No.43「ホールボディカウンタ測定費用助成事業」について２点質問

です。 

１点目は、ホールボディカウンタ測定について、内部被ばくを測るものですが、

インターネットで色々と調べてみて、効果がないのではないかという情報があ

りました。そこはどう考えているのでしょうか。２点目は、今年度やりたい人は

いるのでしょうか。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】 

まず、２点目について、申請されて初めて助成するため、事前に利用者を予測す

ることは難しいと思います。 

 

【鎌田委員】 

ただ、感覚としては福島県でも利用する人が減っているのではないかという

中で、原発から離れた我孫子市で需要があるのかという疑問があります。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】 

利用したい人のために制度としては残しておくという考え方で事業を行って

います。 

そして、１点目について、ホールボディカウンタ測定の効果そのものについて

は、本審議会で審査する内容ではないと考えています。この場では、指標に基づ

き事業が適正に行われているかを審議していただければと思います。 

 

【鎌田委員】 

重点事業 No.53「児童育成手当支給事業」について、 平成 30 年 3 月末で制度
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が廃止になっているようですが、説明はしていただけないのでしょうか。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】 

国の制度である児童扶養手当に市独自で上乗せする内容の事業でしたが、制

度が改正され、児童育成手当相当額が加算された内容となったことに伴い廃止

したものです。平成 29 年度３月分までの支給を行い、それをもって事業廃止と

なります。 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

平成 29 年度 3 月分の支給は平成 30 年度になりますので、実際は今年度まで

事務は続いてたことになります。 

 

【鎌田委員】 

支給の金額が下がったということではないのですね。 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

そのとおりです。 

 

【箕輪会長】 

実績報告をしているので、目標に対してどうだったか、という進行管理での視

点での発言でお願いしたいと思います。 

 

【鎌田委員】 

No.26「教室環境の整備」について、小中学校の教室のエアコンは完備された

ということですが、教室以外は整備しないのでしょうか。具体的に言うと、体育

館へのエアコン設置は考えていないのかということです。現在、熱中症で生徒が

搬送されたというニュースも流れています。 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

事業の細かいことについては事務局では把握していません。何をどこまでや

るという方針は、所管課にて出しております。 

 

【箕輪会長】 

 今は事業の内容に対して意見や提案するのではなく、進行管理の視点でご質

問・ご発言いただけますでしょうか。 
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【鎌田委員】 

市民目線で意見を述べてという説明があったので、気になったことを発言し

ています。 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

 事業の細かい内容になってしまうと、進行管理とは別の話になってきてしま

います。 

 

【箕輪会長】 

現在話しているのは、平成 29 年度どうだったという実績報告で、これから事

業をどうするかという視点で審議をしているのではないのです。 

 

【鎌田委員】 

では、この意見はどこで発言すればよいのでしょうか。 

 

【増田委員】 

市民目線でというのは、市民目線の進行管理という意味であって、それが子ど

も・子育て会議の役割で、体育館にエアコンをつけたいという話をするのは少し

違う気がします。適切に事業が行われているかという視点で話し合ったほうが

良いのではないでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

それでは、ここで事業をやめるのか、継続するのかというのはどこで話すので

すか。 

 

【増田委員】 

それは、事業の所管課が検討すればよいのであって、我々は所管課が事業をき

ちんと行っているかをチェックすればよいのではないのでしょうか。 

 

【子ども支援課 岡本課長】 

事業を所管する教育委員会総務課からは「教室への整備が完了したため事業

を終了する」との回答を得ていますが、今後の方針を知りたいということであれ

ば、事務局から所管課に問い合わせ、後日回答としたいがよろしいでしょうか。

この事業は教育委員会が所管しており、この会議の場には、今後の方向性等が分

かる人間がいないので。 
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【箕輪会長】 

それでは、この件については事務局にて所管課に確認していただくというこ

とでよろしいでしょうか。今、この場では進行管理についてのご質問等を行って

いただき、それ以外の質問は後で事務局にお問い合わせいただいて、事務局のほ

うで確認していただくということでよろしいですか。 

 

【鎌田委員】 

お願いします。 

 

（３） 平成 30 年度進行管理について 

【箕輪会長】  

次に、議題③平成 30 年度進行管理について、事務局より説明してくださ

い。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】  ― 説明 ― 

 

【箕輪会長】 

ただいま事務局から、今年度注目して進行管理する事業についての選び方や

次回ヒアリングを行いたいとの説明がありました。皆様いかがでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

ヒアリングについて、平成30年度スケジュールの資料に「質問を事前に報告」

とあるが、質問は事前に提出するということですか。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】 

そのとおりです。本日、今年度注目して進行管理する事業を選んでいただき、

次回ヒアリングを行いますが、どんな質問をするかは委員から事前に教えてい

ただきたいと思っています。事前に質問をいただかないと所管課でも回答の準

備が行えないためです。質問を報告していただき、次回のヒアリングで直接所管

課から回答します。 

 

【箕輪会長】 

事務局の提案はいかがですか？ 

 

― 一同同意 ― 
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【箕輪会長】 

それでは、今年度注視して事業評価を行う事業を選んでいきたいと思うので

すが、まずは事務局案からお願いいたします。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】 

事務局からは、子ども・子育て支援事業からも選んではどうかということと、

施設間の連携や地域との連携、各機関の連携、そして切れ目ない支援をテーマに

してはどうかという思いがありましたので、いくつかの事業を提案させていた

だきます。事務局提案と委員の提案を合わせた中から、事業を絞っていければと

考えております。事務局からは、子ども・子育て支援事業から No.１～４の「通

常保育事業」、重点事業からは No.４「子ども総合相談の推進」、No.54「療育・

教育システム連絡会の運営」の以上３事業を提案します。 

 

【箕輪会長】 

事務局案を整理します。 

次期計画策定を見通してという理由で、子ども・子育て支援事業からは No.１

～４の「通常保育事業」をまとめて１本。重点事業からは No.４「子ども総合相

談の推進」、No.54「療育・教育システム連絡会の運営」。 

皆様いかがでしょうか。事務局提案の３事業をベースに選んでいくというこ

とでよろしいですか。 

 

― 一同同意 ― 

 

【箕輪会長】 

他に、皆様からご提案はありますでしょうか。事業名とその事業を選出した理

由を合わせて発言してください。 

 

【増田委員】 

目標値以下の事業の中から選出してはどうでしょうか。重点事業 No.39「個性

と魅力ある遊び場の整備」です。理由は、子どもにとっての遊び場は大切だと考

えています。家でゲーム等をするのではなく、放課後に仲間と地域で遊ぶ子を昔

に比べてあまり見なくなりました。子どもが仲間と地域で遊びやすい遊び場を

整理するという事業を見てみたいなと思いました。 

 

【箕輪会長】 

その他はありますか。 
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【鎌田委員】 

質問があるのですが、目標値以下の事業で、報告内容を見ると指標が適切かと

思うものがあるのですが。 

 

【増田委員】 

今は、個別の指標がどうという話ではなく、重点的に進行管理する事業を選ぶ

ために、事業を提案しようという段階の話なので、まずは、やりたい事業を提案

してはどうでしょうか。 

 

【箕輪会長】 

まずは、この事業をみてみたいという事業を提案していただいてもよろしい

ですか。 

 

【池田委員】 

私も同じ理由で、重点事業 No.39「個性と魅力ある遊び場の整備」を見てみた

いです。 

 

【太田委員】 

 重点事業 No.27「学級支援員派遣事業」です。教育現場にいた者からすると、

我孫子市はすごく力を入れていることが分かります。確か予算を年々増やして

いただいていたと思うのですが、財政が厳しい中からこんなに！という驚きが

ありました。その話を聞いて他市から転入してくる方もいるくらいです。人的配

慮はお金があれば人を雇えるということで、お金に結びつくわけですが、このよ

うな事業がいかに効力を発揮しているかを、我々の視点で見るのも良いのでは

ないかという理由で提案します。 

 

【伴副会長】 

提案したいものが２つあります。１つ目は、子ども・子育て支援事業の No.10

「ファミリー・サポート・センター事業」です。利用者が増加していることは実

績報告から分かるのですが、以前から、協力会員が集まらないという課題があっ

たかと思います。通常保育事業や学童等の市が実施する事業でなくて、協力会員

も利用会員も市民で、市民同士が助け合うというところから始まった事業が、対

応できているのか、それとも改善しなければいけないのかというところを見て

みたいと思い提案します。 

２つ目は、重点事業 No.23「キャリア教育の推進」です。法定事業であるため、

着実に事業は行われていると思うのですが。小中一貫教育が始まったことでキ
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ャリア教育自体も、小学校では職場見学、中学校では職場体験が行われています。

学校としては、事業者へ事業の協力依頼をして、どう子どもたちを割り振るのか

など、とても大変なものがあると思います。この事業を行うためには、地域の協

力がなければ成り立たず、一般市民と市がどう協力しているのか、またその連携

を通じて子どもたちの働く意識をどう高めていっているのか、見てみたいです。 

 

【間弓委員】 

私も同じく、重点事業 No.23「キャリア教育の推進」です。上の娘が中学２年

生なのですが、にこにこ広場に職場体験に行き、すごく感動して、夏休みにお手

伝いに行くことになりました。早い段階から自分のなりたいものを考える機会

になるのがとても良いなぁと感じています。しかも、職業体験ができるテーマパ

ーク等ではなく、身近な我孫子市の中で実際に体験できる。というのが良いと思

っています。早い段階から職について、このような情報提供をしていただき、す

ごく良い取り組みだと感じています。保護者の視点からも、この事業は見てみた

いです。 

 

【水野委員】 

重点事業 No.33「アビコなんでも学び隊」です。事業内容を見ると、市内での

学習となっていますが、博物館などの施設は市外のほうが充実していて、市の事

業に協力していただけるところもあるのではないかと思うので、市内に限定せ

ず必要に応じて市外も含めて、学びを充実させても良いのではと思い、選びまし

た。 

 

【鎌田委員】 

重点事業 No.29「手賀沼船上学習の実施」 

 

【会田委員】 

重点事業 No.45「産休・育休予約事業」です。公立保育園が 3 園と減る中で、

どのように産休育休予約を確保していくのか、保護者の視点から気になるため

選出します。 

 

【箕輪会長】 

以上でよろしいでしょうか。それでは、事務局から提案のあった３事業と、委

員から提案があった７事業、合わせて 10 事業の中から絞ります。集計を取りま

すので挙手をお願いします。 
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【事務局 山本】 

それでは、集計結果を発表します。 

子ども・子育て支援事業 No.１～４の「通常保育事業」 3 名 

             No.10「ファミリー・サポート・センター事業」4名 

重点事業        No.4 「子ども総合相談の推進」1名 

             No.23「キャリア教育の推進」4名 

             No.27「学級支援員派遣事業」 6 名 

             No.29「手賀沼船上学習の実施」1名 

             No.33「アビコなんでも学び隊」2名 

             No.39「個性と魅力ある遊び場の整備」3名 

             No.45「産休・育休予約事業」 1 名 

             No.54「療育・教育システム連絡会の運営」 4 名 

 

【箕輪会長】 

それでは、今年度注視する事業として次の６事業を選出します。 

子ども・子育て支援事業から、 

No.１～４「通常保育事業」 

No.10「ファミリー・サポート・センター事業」 

 

重点事業から、 

No.23「キャリア教育の推進」4名 

No.27「学級支援員派遣事業」 

No.39「個性と魅力ある遊び場の整備」 

No.54「療育・教育システム連絡会の運営」 

  

この他に、どうしてもこの事業を入れたい等のご意見はありますでしょうか。 

 

― 一同意義なし ― 

 

ありがとうございました。 

ヒアリングについて事務局より説明をお願いします。 

 

【子ども支援課 中場課長補佐】 

この６事業について、次回の会議で担当課を呼んでヒアリングを行います。ヒ

アリングにあたり、質問書を送付するので８月 16 日までに事務局に質問の提出

をお願いします。また、次回会議の日程調整表も併せて送付するので、提出をお
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願いします。 

 

（４） 健康福祉総合計画推進協議会委員の推薦について 

【箕輪会長】 

次に、議題④ 健康福祉総合計画推進協議会委員の推薦についてです。 

現在、子ども・子育て会議から、子ども総合計画の上位計画である、

健康福祉総合計画推進協議会委員として間弓委員と、辻岡委員の残任期

間として池田委員を推薦しております。同委員の任期が９月 30 日をもっ

て満了となることから、子ども・子育て会議から、間弓委員と池田委員

を推薦したいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

 

― 一同承認 ― 

 

【箕輪会長】 

間弓委員、池田委員よろしいでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。 

― 間弓委員、池田委員 推薦を承諾 ― 

 

（５） 子ども部各課からの報告 

【箕輪会長】  

ありがとうございます。それでは、よろしくお願いします。次に、議

題⑤ 子ども部各課からの報告について子ども支援課からお願いしま

す。 

 

【子ども支援課岡本課長】 

 我孫子市子ども総合計画は 31 年度までの計画となっているため、次期計画策

定準備を 30 年度から始めます。 

計画書の３ページに各計画の位置づけを表した図があります。前計画では、子

ども総合計画と健康福祉総合計画が同等として横並びに位置づけされていまし

たが、現計画では、子ども総合計画の上位計画として健康福祉総合計画が位置づ

けられています。したがって、118 ページの市長を本部長とする推進本部等の体

制の見直しを検討しています。上位計画である健康福祉総合計画では本部会が

設置されていないため、具体的には推進本部を廃止し、幹事会を推進委員会と名

称変更するものです。それに伴い、142 ページの要綱も改正を検討します。要綱

改正が完了次第、子ども・子育て会議でもご報告します。 

次に、実績報告の資料に訂正があります。資料の訂正が多く申し訳ありません。
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子ども・子育て支援事業の６ページ「放課後児童健全育成事業」の平成 29 年度

の実施内容に「平成 29 年度より三小学童保育室民営化開始」とあるが「平成 30

年度」の誤りです。また、重点事業の７ページ「子どもの居場所づくり」の平成

30 年度次年度実施計画欄の３～５行目の削除してください。 

次に、重点事業８ページにもあります手賀の丘ふれあい宿泊通学について、事

業変更のお知らせです。名称を「手賀の丘フレンドシップツアー」に変更し、宿

泊数を２泊３日から１泊２日の金～土の実施にする等、事業内容を変更しまし

た。これまで、平日に開催し宿泊先から学校へ通学していましたが、金～土の開

催とすることで、これまでよりも子どもたちも余裕をもって仲間と遊んだり体

験したりできるようになると思います。 

 

【保育課 星課長】 

昨年度開園したミルキーホーム天王台園と天王台ななほ保育園について、昨

年度は利用定員を 70 から 50 名に変更していたが、平成 30 年度は 70 名に利用

定員を戻して４月からスタートしています。 

根戸保育園について、公立から社会福祉法人はまなす福祉会へ移管し、４月よ

り民営化してスタートしています。 

認定こども園について、柏鳳保育園、恵愛保育園の２園が、保育園から幼保連

携型認定こども園としてスタート。ひかり幼稚園、湖北台幼稚園、つくしの幼稚

園の３園が、幼稚園から幼稚園型認定こども園としてスタートしています。 

また、わだ幼稚園が平成 31 年４月からの幼稚園型認定こども園への移行に向

けて 6月から県と協議しています。 

 

【子ども相談課 阿部課長】 

資料として、重点事業実績報告４ページと「子ども部の概要」３５ページをご

覧ください。子ども相談課は、子育てや子どもに関する相談を総合的に受け付け

ている課です。 

重点事業実績報告４ページ「子ども総合相談の推進」がメインの事業です。子

ども部の概要 35 ページ種別別表について、 

平成 29 年度の新規相談受付 485 件 

平成 28 年度の新規相談受付 555 件 

平成 28 年度と比べて減っています。 

年度内に相談が終結するケースだけでなく、相談が終結せず次の年度に引き

続いて対応しているケースもあります。 

平成 28 年度から平成 29 年度の引継ぎは 171 件 

平成 29 年度から平成 30 年度の引継ぎは 227 件 
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引継ぎ件数は昨年度よりも多く、新規相談件数は減っているが、長期的かつ複

雑なケースは増えているという状況があります。 

目黒であってはいけない事件が起きました。子ども相談課では児童相談所や

警察と連携をして日頃より対応しています。虐待が疑われるケースも若干です

があり、そのような場合、千葉県では通告を受けた場合は 48 時間以内に接触す

ることになっていますが、市では通報を受けてからその日中に接触することを

原則とし、対応しています。概要には虐待の受付件数も掲載していますのでご覧

いください。 

また、子ども部の概要３６ページについて、 

虐待の被害者としては 未就学児が 77 人と一番多い 

虐待をしている人は 実母が 55％で一番多い 

これは、お母さんが悪いのではありません。お母さんもいろいろな悩みを抱え

ている中で、やむを得ずやってしまっているという現状があるため、子ども相談

課では、子どもと親の両方に寄り添って対応しています。困っている方がいたら

子ども相談課へご相談ください。どうぞよろしくお願いします。 

 

【こども発達センター 遠藤所長】 

事業自体に大きな変更等は特にありません。通園する子は昨年に比べて減っ

ていますが、出生数に対して 11～15％と出生数に対しての割合は変わっていま

せん。育てづらさから虐待してしまうケースもあるため、子ども相談課と発達セ

ンターで連携しながら子、親、家族への支援をしています。 

また、本日「子ども発達支援計画」をお配りしていますのでご覧ください。今

年度注視する事業として「療育・教育システム連絡会の運営」が選ばれましたが、

これは何かというと、子ども発達支援計画を検証したり、承認したりして、計画

に掲載された事業を実施していくという部分を担っているものです。今年度、要

綱にしたことで、これまでよりも効力を高めました。こども発達センターでフォ

ローしている子が学校に入ると引継ぎが上手くいかなくなってしまうという課

題がずっと言われ続けてきています。ここを充実させるためにも、この連絡会を

通じて、担当者が変わっても我孫子市に住めば一貫して発達支援を受けること

ができるというシステムの構築を今年度は特に推進したいと考えています。教

育研究所との連携はもちろんですが、現在考えているのは、特に直接学校との連

携がシステムの中でできないかということです。この部分を連絡会で検討して

いきたいと考えています。 

 

【箕輪会長】 

 質問などございますか。これにて、予定されていた議題はすべて終了しました。 
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（６） その他 

【箕輪会長】 

その他何かございますか。 

 

【増田委員】 

次期子ども総合計画の策定についてですが、現計画では「計画書の対象年齢を

18歳未満」とするとなっています。18歳未満だと高校生の途中になってしまい、

不合意だと思うので次期計画では高校３年生までとしてほしいと考えています。 

 

【子ども支援課 山本主任】 

内容については、次期計画策定時の審議の時に議論したいと思うのですが、児

童福祉法の定義では 18 歳未満、子ども・子育て支援法では「18 歳到達以後の最

初の 3月 31 日まで」つまり高校 3年生までとなっており、矛盾が生じているこ

とは事務局も把握しています。時期計画策定時には、そのあたりも議論になると

予想しており、ご意見をいただきたいと考えています。 

 

【鎌田委員】 

成人年齢が 18 歳になるのはいつからですか。  

 

【子ども支援課 山本主任】 

国の動向などは事務局でもキャッチするようにしています。策定作業に入っ

たら、そのような詳しい部分も説明資料を準備し、国の動向や関連法の説明をし

ながら議論していきたいと考えています。ご意見ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

 ほかに何かありますでしょうか。 

それでは本日の議論はすべて終了しました。平成 30 年度第１回子ども・子育

て会議はこれにて閉会といたします。長い時間ありがとうございました。  

 


