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平成 30 年度第５回我孫子市子ども・子育て会議 

 

１．開催日時 平成 31 年３月２日（土） 午前９時～ 

 

２．開催場所 我孫子市役所 分館大会議室  

 

３．出席者 

（委員） 

○箕輪会長、○伴副会長、〇太田委員、○会田委員 

○鎌田委員、〇増田委員、〇菅原委員、〇間弓委員 

（市職員） 

森子ども部長、星子ども部次長兼保育課長、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 

（コンサルタント業者） 

  株式会社名豊 糸魚川氏 

 

４．議題 

（１） 平成 30 年度事業評価（案）について 

（２） 市民調査の集計報告について 

（３） 子ども総合計画策定等スケジュールについて 

（４） 子ども部各課からの報告 

 

５．配付資料 

【事前配布資料】 

資料１ 平成 30 年度事業評価（案） 
資料２ 事業評価（案）の修正等 
資料３ 我孫子市子ども総合計画ニーズ調査（未就学児の保護者）単純集計表 
資料４ 我孫子市子ども総合計画ニーズ調査（小学生の保護者）単純集計表 
資料５ 我孫子市子ども総合計画意識調査（小学生及び保護者）単純集計表 
資料６ 我孫子市子ども総合計画意識調査（中学生及び保護者）単純集計表 
資料７ 子ども総合計画策定スケジュール・平成 31 年度子ども・子育て会議

日程 
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７.議事要旨 

【事務局・岡本課長】 

それでは定刻となりましたので、ただいまから第５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です。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。 

また、本日の会議には全委員 10 名中８名の委員にご参加いただいておりま

す。子ども・子育て会議条例第６条、第２項及び第３項の会議開催要件は、半

数以上の委員の出席であり、定足数を満たしておりますことをご報告いたしま

す。 

続きまして、本日、配布した資料等の確認をさせていただきます。 

上から順に、「本日の会議次第」、「資料１平成 30 年度事業評価（案）」、「資料

２事業評価（案）の修正等」、「資料３我孫子市子ども総合計画ニーズ調査（未

就学児の保護者）単純集計表」、「資料４我孫子市子ども総合計画ニーズ調査

（小学生の保護者）単純集計表」、「資料５我孫子市子ども総合計画意識調査

（小学生及び保護者）単純集計表」、「資料６我孫子市子ども総合計画意識調査

（中学生及び保護者）単純集計表」、「資料７子ども総合計画策定スケジュー

ル・平成 31 年度子ども・子育て会議日程」、「平成 30 年度第２回我孫子市子ど

も・子育て会議 会議概要」の９点です。不足等ありますでしょうか。 

尚、本日も株式会社名豊の糸魚川(いといがわ)さんに来ていただいています

ので、よろしくお願いします。糸魚川さんには、後ほど、１月に行いましたニ

ーズ調査、意識調査の現段階での単純集計の報告をお願いしております。 

それでは、我孫子市子ども・子育て会議条例第６条第１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】 

皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。今年度はこの会

議で最後になります。本日の傍聴人はいらっしゃいません。ご報告いたします。 

 

（１） 平成 30 年度事業評価（案）について 

 

【箕輪会長】 
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それでは、次第に沿って進めます。はじめに、議題（１）平成 30 年度事業評

価（案）について、事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局・中場補佐】 

資料１、資料２の説明。 

 

【箕輪会長】 

それでは、平成 30 年度事業評価（案）について審議していきたいと思います。 

まず、はじめに前文となります。この事業評価ですが、市に提出する報告のた

め、冒頭３行の子ども総合計画の説明部分については、必要がないとのことで、

前回皆さんに見てもらったものから削除をしています。これについてよろしい

でしょうか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。その他にありますでしょうか。 

では次に、通常保育事業です。資料１と資料２を合わせて見ていただければと

思いますが、最初の２ページ、本文８行目、「聖徳大学と協定を締結しているこ

と」の部分です。保育士募集の協定をしているわけではなくて、協定の中での募

集の啓発をしているため、「聖徳大学との協定の中で保育士の募集を積極的に啓

発していること」に修正してはどうかとのご意見がありました。それについては

いかがでしょうか。そのようなかたちでよろしいでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。 

では、次に９行目です。保育の質の向上のための職員の研修会のところで、「の」

が連続５回となっていますので、「職員の研修会の実施」で意味が通じるのでは

ないかとのことで、「職員の研修会の実施」に修正することでよろしいでしょう

か。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 



4 

 

ありがとうございます。その他、通常保育事業の評価で何かご意見ありますで

しょうか。もしありましたら、後ほどお伺いします。 

では、次にファミリーサポートセンターに移りたいと思います。 

３ページの下から６行目です。レスパイトサービスの意味の補足説明が必要で

はないかとのことですが、この説明を入れることでよろしいでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 

では、説明を入れることでお願いします。 

 

【事務局・中場補佐】 

承知しました。説明の記載方法ですが、いただいたご意見では説明がカッコ書

きで記載されていましたが、下に米印で説明を入れてはどうかと思います。 

資料２に米印で、「レスパイトサービスとは、介護を要する高齢者や障害者を

一時的に預かって家族の負担を軽くする援助サービス」と、調べたものをそのま

ま載せていますが、要するに、こういった家族の負担を軽くするサービスのこと

ですとのことです。 

 

【箕輪会長】 

こちらでよろしいでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。その他、ファミリーサポートセンターの評価でご意見

はないでしょうか。 

では次に、キャリア教育の推進に移ります。 

４ページ本文８行目から９行目です。「９年間を見通した教育課程により、職

場体験を小学校から中学校へと移管できて充実したキャリア教育に繋がってい

る」と修正してはどうかとのご意見ですが、いかがでしょうか。 

 

【太田委員】 

４ページと５ページは私がお願いしたのですが、意見を言った責任もあります

ので説明いたします。先週の教育委員会の指導課の担当者２名と、複数回電話で

やりとりしました。 
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学校自体が働き方改革で変わっていく中で、私も現場にいたころ、学校の負担

が大きい小学校での職場体験をやめようと言ったのですが、マイナス面で捉え

るよりも、９年間を見越して、発達段階を考慮してやろうという趣旨です。 

なぜかと言うと、小学生が例えば何をやりたいと言っても、実際にはその体験

はできないなってしまうことがあります。だったら各学校で講話会を行い、保護

者の中に、例えば東京消防庁のレスキュー隊に勤めている、水道屋に勤めている、

テレビ局の技術部に勤めている、看護師もいる、そのような方々にもご協力いた

だいて、６個、７個の中から子どもが２つ選んで自由に話を聞けるとすれば、小

学生は複数の興味ある職業について話を聞くことができます。小学校の段階で

１つの職業しか体験できないのは、選択のチャンスを失うのではないかとのこ

とで、小学の段階は廃止し、1つの職業に絞っての職場体験は中学生で行うとい

うことを、もう少し良い表現ができないかということで提案しました。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。今、太田委員からご説明いただき、背景等とても詳し

く分かったかと思いますが、そのように修正することでお願いします。 

次は、５ページの本文 11 行目です。「小学校での職場体験廃止によって、地域

の文化や産業についての体験的な学びが縮小することは望ましくないと感じま

す。残念です」の言葉から、もう少し、太田委員から説明があったように、前向

きな言葉で「小学校ではキャリア教育の観点から有名人や保護者等の実践話を

聞くなどして、モデルカリキュラムにあるような学習を実践していって欲しい

です」に修正してはどうかとのご意見をいただいています。 

今、太田委員からご説明がありましたが、これについてもこのように修正して

もよろしいでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。その他キャリア教育について、何かご意見ありますで

しょうか。 

では次に、個性と魅力ある遊び場の整備についてです。皆様から事前のご意見

は特にありませんでしたが、他に何かありますか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 
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では次に、学級支援員派遣事業についてです。７ページの下から 10 行目です

が、支援員と教員との連絡や状況共有の「時間がないことは」を「時間の確保が

難しいことは」に修正してはどうかとのご意見をいただいています。これについ

ては、このように修正することでよろしいですか。 

 

【太田委員】 

これも私が訂正をお願いしました。障害がある子や、特別支援の子どもたちへ

の支援は我孫子市が力を入れている部分ですが、その中で、結局実態は学校現場

任せです。一生懸命努力して担任の先生と支援員が、Ａさんはこういう子です、

Ｂさんは今日の朝こうでしたというのを連絡取り合っている学校もあります。

そのことを考えると、「確保するのが非常に難しいこと」が問題です。「時間がな

い」と言い切るってしまうと、努力している先生方の努力を踏みにじってしまう

言葉になるので、修正をお願いしました。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。今、太田委員からご説明いただきましたので、このよ

うに修正することでよろしいですか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。 

では次に、療育・教育システム連絡会の運営についてです。９ページの下から

４行目です。「教育センター」を「教育研究所」に修正しています。こちらはご

確認をお願いできればと思いますが、療育・教育システム連絡会の運営について、

何か皆様でお気付きの点などありますでしょうか。 

もし全体でまた何か修正が必要な部分などありましたら、教えていただけたら

と思いますが。 

それでは、ただいまの審議を受けまして、事務局で修正をお願いします。尚、

修正後の確認と承認ですが、私と副会長に一任していただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

【事務局・中場補佐】 

まずファミリーサポートセンターのレスパイトサービスの表現ですが、資料２

では「介護を要する高齢者や障害者」とありますが、これだけでなく子育て中の

方も含まれるので、その点を踏まえて説明書きを再度修正したいと思います。 
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さらに、最後の療育・教育システム連絡会の運営の２行目に、「我孫子市の療

育の基本方針を決定するための会議として位置づけられました」とありますが、

療育の基本方針を決定するためだけではないとのことですので、こちらも所管

課と確認して修正します。 

 

【箕輪会長】 

今の２点の事務局からの表現等の修正については、私と副会長で確認すること

でよろしいですか。 

 

―異議なし― 

 

【箕輪会長】 

では議題（２）に移ります。 

 

 

（２） 市民調査の集計報告について 

【箕輪会長】 

市民調査の集計報告について、これは現段階での単純集計の報告となりますが、

株式会社名豊の糸魚川さんより説明お願いします。 

 

【㈱名豊・糸魚川氏】 

資料３、資料４、資料５、資料６の説明。 

 

― 質疑・応答 ― 

 

【箕輪会長】 

丁寧にご説明いただきありがとうございました。皆様からご質問を伺いたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

【伴副会長】 

小学生保護者用ニーズ調査ですが、問 23 の子育て支援施策に期待することを

問う設問ですが、「犯罪から子どもを守る体制の整備」が非常に高くなっていま

す。5年前の調査でも同様の設問はありましたか。最近の社会問題からきている

のか、それとも子どもの居場所などが無いということの裏返しの表現なのかを、

見たいと思いました。 
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【㈱名豊・糸魚川氏】 

こちらの設問は、今回の新規設問です。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。他にご質問はありますか。 

 

【太田委員】 

キャリア教育に関する結果について、一貫していろいろと興味を持ったので

すが、小学生及び中学生の問 18「職業のイメージを具体的にするために役立つ

ものは何だと思いますか」です。ここで一番多いのが小学生、中学生ともに「職

場の体験・見学」で、約６割を超えています。これは納得ですが、先ほどの議題

の中でもお話したとおり、小学生の職場体験をやめて職業人の話を聞くように

したので私は「職業人の話を聞く」が二番目に多いと予想していましたが、それ

よりもインターネットの情報の方が多いのですね。 

例えば中学生でいうと、職場の体験見学が 63.8％、本やインターネットの情

報が 62.2％なのに、職業人の話や講話を聞くのが 26％で、いかに生の声を聞く

よりも、まずはインターネットを駆使して検索して調べるのが多いとの結果で

す。これも新しい設問のため、５年前との比較はできないですよね。 

 

【㈱名豊・糸魚川氏】 

そうです。意識調査の方は、５年前と比較がなかなかできません。 

 

【太田委員】 

というのも、キャリア教育でやっていく上で、今の小学生が大学を出る頃には、

半分以上の職業がなくなっているだろうとか、新しい職業や仕事が生まれるだ

ろうとか言われる時代に今の小中学生がいる中で、では自分の求める職業観と

いうものが、小学生だったらまだプロ野球選手 59.5％で６割もありますが、中

学生はさすがに 39.5％で減るというデータがあります。うちの公民館に職場体

験で来た高校生でも、半数以上が分からないと言っていたという話をしました

が、高校生になればもっと分からなくなってきますよね。 

このことから、だんだん夢が中学生、高校生になるにしたがって、現実になっ

ていくことがなんとなく見えるような気がします。 

今回集計したアンケート結果を見ての感想ですが、いかにキャリア教育の世界

でもインターネットの情報が、現在の小中校生の中で高い割合を占めるという

ことがよく分かりました。 
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【箕輪会長】 

ありがとうございます。他にご質問やご感想、ご意見などありましたらお願い

します。 

すいません、１点質問してよろしいですか。これからクロス集計とのことです

が、特に分析の上で着目したいと思っている部分などがありましたら、名豊さん

でも事務局でも、何か分かる範囲で教えていただけたらと思います。お願いしま

す。 

 

【事務局・山本主任】 

ニーズ調査の新設設問と意識調査全般について、地区ごと、特に市内の東側と

西側とでどのような地域差が出ているのかを市として把握しておきたいと考え

ており、そのように名豊さんにお願いしているところです。 

さらに、意識調査では、現在の暮らし向きについて、苦しい、ゆとりがあると

いう内容を訊く設問があったと思います。その設問との相関や子どもと親との

紐付け分析していくことを考えています。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

【事務局・山本主任】 

調査報告書のとりまとめですが、クロス集計などの分析をしていただいたもの

を、年度内に納品していただくことになっています。後でスケジュール説明のと

きにお話ししますが、平成 31 年度第１回の子ども・子育て会議のときに報告書

をお示しできるかと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。それでは次の議題（３）に進みたいと思います。 

 

 

（３） 子ども総合計画策定等スケジュールについて 

【箕輪会長】 

平成 31 年度子ども総合計画策定等スケジュールについてです。事務局から説

明お願いします。 

 

【事務局・山本主任】 

― 資料７の説明 ― 
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【箕輪会長】 

ありがとうございます。今のご説明に対して、ご質問のある方はいますでしょ

うか。 

 

― 質問なし ― 

 

よろしいですか。 

 

【事務局・山本主任】 

事務局から１点追加でご連絡です。スケジュールの話は以上ですが、前々回の

会議で子ども・子育て会議委員の任期延長についての話をさせていただきまし

た。もし年度が変わることによって委員を続けることが難しくなる方がいらっ

しゃいましたら、事務局までご連絡ください。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。もし該当する方がいましたら、事務局までお伝えくだ

さい。 

 

 

（４） 子ども部各課からの報告 

【箕輪会長】 

では次に、議題（４）子ども部各課からの報告です。まず保育課からお願いし

ます。 

 

【保育課・星次長】 

ひかり幼稚園、つくしの幼稚園、湖北台幼稚園が幼稚園型認定こども園に移行

し、順調に運営を開始しています。また、寿保育園の老朽化による大規模補修が

今年度で完了します。来年度は、新たに和田幼稚園が幼稚園型認定こども園に移

行し、湖北白ばら幼稚園がまずは平成31年度に施設型給付施設の幼稚園になり、

平成 32 年度から幼稚園型認定こども園に移行します。若草幼稚園は都市計画道

路が重なる関係から、平成 31 年度から移転工事を開始し、平成 33 年度 4 月か

らに幼保連携型の認定こども園に移行する予定です。ニーズ調査の結果では保

育ニーズが多くなっていますが、我孫子市にある幼稚園９園のうち６園が認定

こども園に移行することになっており、次期子ども総合計画や保育園等整備計

画の見直しでは、認定こども園の動きも絡めながら策定していけたらと考えて
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います。 

公立の湖北台保育園は建て替えに向けて、平成 31 年度に用地測量、平成 32 年

度設計、平成 33 年度建て替え、平成 34 年 4 月から新園舎で運営開始という予

定となっています。私立保育園で一番古い建物である双葉保育園も建て替えに

向けて平成 31 年度に仮園舎を建設、平成 32 年度建て替え、平成 33 年度新園舎

で運営開始の予定となっています。 

以上報告です。 

 

 

― 質疑・応答 ― 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。今の保育課からの報告について、何か質問のある方は

いますでしょうか。 

では次に、こども発達センターからお願いします。 

 

【こども発達センター・遠藤所長】 

療育・教育システム連絡会について、2 月 19 日に第３回目が行われました。

その中で、各部会の報告がされたので、ここで報告いたします。 

学齢期部会では、学齢期になるとどうしても支援が学齢期前よりも市民に伝わ

りにくくなるということがあるのではないかと言われていますので、現在マニ

ュアルの策定を進めています。どんな相談を、どこにつないだら良いのかという

ことを周知するためのもので、来年度、完成版を配布できたらと考えています。 

次に児童通所部会です。地域支援についてどのような方向になっているのかと

いうことと、発達支援の質の向上と、関係機関特に福祉部局と教育部局の連携に

ついて報告がありました。ここでも、児童通所支援ガイドブックを作成・配布し

ていきたいということです。 

学齢期部会も、児童通所部会も、周知の仕方と配布方法をどうするかについて

は、今後療育・教育システム連絡会でもんでいきたいと考えています。 

方向性については、質の向上のためにはこちらから出向いて行って説明をした

いというのがあります。 

就学移行期部会では、引継ぎ会の報告がされました。発達センターに通う 153

人に対して「今年度から学校と直接引継ぎをする」という話をして 118 人から

同意を得ることができました。その子たちに対して、発達センター担当者と学校

とで直接引継ぎを行いました。 

システム連絡会のほうでは同意を得られなかった家庭についての分析が必要
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ではないか、どうしたら同意を得られるのか、同意を得られなかった家庭はどう

するのか。これから引継ぎ資料が欲しいかどうかのアンケートを実施する予定

です。学校との直接の引継ぎは必要ないが、引継ぎ資料は欲しいという家庭もあ

るのではないかということで、そこの調査分析を行っていきます。 

就学移行期部会では、就学説明会についての報告がありました。例年は５月く

らいに、年長さんと年中さんを対象に行っていますが、今年度は年中さんと年少

さんに対してすでに実施をしています。なぜかというと、5 月に説明会を行い、

6月には見学に行かなければならないという今までのスケジュールだと、家庭で

考える時間がなかったからです。そこで、説明会の時期を早めたということです。 

ライフダイアリー部会について、活用方法の検討ということで、書き方講習会

をやっていこうとしています。また、いつどこで支援が必要になるか分からない

からライフダイアリーを全戸配布すると申し上げていましたが、その中に、個別

支援としてさらにその子にどうしたらよいのかというサポートブック的なもの

も必要ではないのかということで、まずは他市事例を調べるところから進めて

いきたいと考えています。 

療育専門委員会では、相談や療育の質についての検討を進めています。 

部分統合保育に関して、これまで、公立保育園だけで行っていましたが、要領

要綱を整備し、私立保育園にも拡大していく考えです。また、部分統合保育を本

来の療育の目的として、きちんと集団に入る移行への支援をすることとし、体験

交流は別の事業を立ちあげて、年２回くらい保育園との交流を行っていくこと

を検討しています。 

また、療育専門委員会は今まで、入園時、４月に入る子のみの話し合いになっ

ていましたが、今後は毎月開催していこうとなっています。入れるか入れないか

はもちろんのこと、入った後どうしていくかまで含めて検討していくつもりで

す。する必要があるに行っていましたが、都度療育専門委員会を実施していくこ

とを検討しています。さらに、療育専門委員会のメンバーには現在公立保育園し

か入っていませんが、私立保育園もメンバーに含めるよう、構成の見直しが必要

ではないかという話がでていました。 

 

― 質疑・応答 ― 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございました。様々なところで取り組んでいるとのことでのご報告

だったと思いますが、皆様から質問などありますでしょうか。 

 

【太田委員】 
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153人中118人に同意を得て発達センターと小学校の引継ぎを行うとのことで

したが、野田の事例を考えても、やはり行政と学校が情報を共有するのが大事だ

と思っています。遠藤先生は昔から行政と学校との情報共有についてご苦労さ

れてきていますが、学校側としては小１の入学時に、幼稚園も保育園も本当のこ

とを教えてくれなかったりすることがあります。入学後に「この子は実は・・・」

ということが総じてあるのです。情報共有について、同意を得られない保護者も

いるわけですよね。その保護者は学校そのものを信用していないのでしょうか。

学校が情報を悪く利用することはないと思いますが。どんな理由があるとお考

えですか。 

 

【遠藤こども発達センター所長】 

学校を信頼しているからこそ、これだけの人数、153 人中 118 人の同意を得ら

れたのだと思います。私も経験として、学校に伝えた方が、入学後にスムーズに

応じてもらえるとずっと言ってきたので増えてきているのかと思います。同意

を得られなかった方は、発達センターでも経過観察だけの子もいるし、おいでと

言っても来てなくて情報が無いお子さんもいるので、その家に関しては、「まあ

学校は別に」という感じもあるのかと思います。決して学校に対してあまりいい

イメージを持っていない方だけではないと感じます。 

昔は発達センターに行くと支援学級に行き支援学校へ進学するというイメー

ジがありました。でも今は、支援学級の子も増えていますが、発達センターに来

ていてもほとんどの子が普通学級です。学校に対してのイメージはそんなに悪

いものではないとは思っていますので、今後どのように同意を得ていくかとい

うことと、同意したほうが良いという意識がどんどん広まるように、学校の先生

に知ったときのアンケートを取っていきたいです。あとどんなやり方があるの

か、どんどん工夫しながら学校と直接やり取りしていけたらいいなと思ってい

ます。 

 

（５） その他 

【箕輪会長】 

では、その他で何かありますでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

今度の９連休を市ではどう考えていますか。カレンダー通りなのか、もしくは

学童保育室や保育園をどこか開ける所があるのかどのように考えていますか。 

 

【保育課・星次長】 
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保育園はカレンダー通りの休みです。 

 

【鎌田委員】 

保育園について、国も動いていると思いますが、それは適用しないのですか。 

 

【保育課・星次長】 

今のところ、まだ保護者からのそこまで強い要望も無いですし、我孫子市の保

育園はカレンダー通りに休む予定にしています。 

 

【鎌田委員】 

土曜日は普通ですか。最後の５日は土曜日ですが、そこは開けるのですか。 

 

【保育課・星次長】 

土曜はカレンダー通りです。条例上、公立保育園でいくと休日祝日が閉園の位

置付けになっていますので、５日はカレンダー上、祝日であれば閉園します。 

 

【事務局・岡本課長】 

学童保育室も同じです。 

 

【鎌田委員】 

ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

では以上で、本日の提出された議題は全て終了しました。これで平成 30 年度、

そして平成でも最後ですね、第５回の我孫子市子ども・子育て会議を終了したい

と思います。長時間に渡りお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

 


