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令和元年度 第１回我孫子市子ども・子育て会議 

 

１ 開催日時 令和元年 6月 2日（日）午前 9時～ 

 

２ 開催場所 我孫子市役所 西別館会議室 

 

３ 出席者 

（委員） 

○箕輪会長、○伴副会長、〇太田委員、〇増田委員、〇菅原委員、〇池田委員、 

〇水野委員、○鎌田委員、○会田委員、○間弓委員 

（市職員） 

森子ども部長、星子ども部次長兼保育課課長、荒井子ども支援課長、 

阿部子ども相談課長、三澤こども発達センター所長 

（事務局） 

谷次補佐、山本主任、株式会社名豊（糸魚川） 

 

４ 議題 

（１） 調査報告書案 

（２） 子ども・子育て支援事業及び重点事業 平成 30 年度実績報告 

（３） 現計画の検証について 

（４） 次期計画の策定について 

（５） 放課後対策事業運営委員会の委員について 

（６） 子ども部各課からの報告 

（７） その他 

 

５ 配付資料 

 ＜事前配布＞ 

子ども・子育て支援事業 平成 30 年度実績報告 

重点事業 平成 30 年度実績報告 

  ＜当日配布資料＞ 

資料 1 調査報告書案（ニーズ調査） 

資料 2 調査報告書案（意識調査）  

資料 3 平成 30 年度実績一覧表 

資料 4 子ども・子育て支援事業 目標値と実績 

資料 5 課題整理表 

資料 6 骨子案（A3 版） 

資料 7 骨子検討に向けての意見シート 

子ども部の概要（令和元年度版） 
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６ 会議概要 

 

【荒井課長】 

定刻となりましたので、ただいまから第 1 回子ども・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。私は子ども支援

課長の荒井と申します。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

で公開をいたします。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

挨拶を申し上げます。 

 

【森部長】 

皆さんおはようございます。今年度も引き続き子ども部長をさせていただきます、森

です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中、また日曜日の朝早く

から第 1 回子ども・子育て会議にお集まりくださいまして大変ありがとうございます。

日頃から皆様方には子どもの育成や子育て支援についてご理解とご尽力をいただき大

変感謝しております。ありがとうございます。 

昨年から、子ども・子育て会議の中で次期計画の策定が始まっているところですが、

現在の計画は今年度で終了いたします。次期計画のために、昨年は市民アンケート・市

民意識調査について皆さんから大変貴重なご意見をいただいて、アンケート内容も整い、

その結果も粗々ですが単純集計という形で皆さんにご報告をさせていただきました。そ

の後、庁内各課からもいろいろとご意見をいただきクロス集計をしながら現状の分析と

課題などを洗い出しています。今日はそれらについて報告させていただきますので、皆

さんからもご意見をいただきたいと思っております。 

今年度は、11 月ぐらいまでに次期子ども総合計画案の策定をし、11 月末から 12 月の

末にかけてパブリックコメントを予定しております。その後、パブリックコメントを受

けて修正し計画を完成させていくといったスケジュールでございます。時間も限られて

はおりますが、皆さんから忌憚のないご意見をいただき、活発にご審議いただくことで、

より良い子ども総合計画にしていければ思います。皆さんには、たくさんのご協力をい

ただくことになるかと思いますが、どうぞ今年度もよろしくお願いいたします。 

 

【荒井課長】 

ありがとうございました。続きまして、本年度異動により新たに子ども部に配属され

た職員を紹介します。まず私から。この 4月の人事異動によりまして子ども支援課に参

りました。以前は市民課や課税課の方におりまして、税務行政にかなり長く勤めており

ました。今回福祉の方は初めての経験でございますのでこれから皆様方にご指導いただ



3 

 

ければと思っております。よろしくお願いします。 

 

【三澤所長】 

おはようございます。こども発達センターの所長をさせていただきます三澤と申しま

す。3 月までは障害福祉支援課の方で相談支援事業と権利擁護をさせていただいており

ました。発達支援センターに戻ったような形になります。新しい建物になってとても楽

しいお仕事をさせていただいています。よろしくお願いします。 

 

【谷次補佐】 

おはようございます。4 月から中場補佐の後任でこちらの方に移動になりました谷次

と申します。よろしくお願いいたします。3 月までは公民館の方におりまして、こちら

にいらっしゃる太田委員には湖北地区公民館の館長さんとして、大変お世話になりまし

た。これからもよろしくお願いいたします。 

 

【荒井課長】 

以上で職員紹介を終わります。なお、本日の会議には全委員 10 名中 9 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することができないとされて

おりますが、以上の通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。事務局の方でお願

いします。 

 

【事務局（山本）】：（資料の確認） 

 

【荒井課長】 

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。 

 

（議題 1）調査報告書案 

 

【箕輪会長】 

皆様、おはようございます。令和元年度第 1 回ということで、子ども・子育て会議、

また皆様のご協力を得ながら子どもたちのために良いものができていきますようによ

ろしくお願いいたします。本日の傍聴人の方はいらっしゃいません。ご報告いたします。 

それでは、次第に沿って進めます。本日は議題がとても多いのですが、会議は遅くとも

11 時半ごろまでには終了したいと思っております。ご協力の方よろしくお願いいたしま

す。 

まず、議題（1）調査報告書案について、事務局から説明をお願いいたします。 
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【事務局（山本）】：（資料 1、資料 2 の説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。ただいまの事務局の説明を受けて何かございますか。いかが

ですか。 

 

【事務局（山本）】 

金曜日にデータをメールでも送らせていただいておりますので、ご意見がある場合は

6月 10 日（月）までにメール等で事務局までご連絡いただければと思っております。 

 

（議題 2）子ども・子育て支援事業及び重点事業 平成 30 年度実績報告 

 

【箕輪会長】 

続いて議題（2）子ども・子育て支援事業及び重点事業 平成 30 年度実績報告につい

て事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（谷次）】：（資料 3 の説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。それでは以上の説明について何かご質問等ございますか。 

  

（議題 3）現計画の検証について 

 

【箕輪会長】：次に議題（3）現計画の検証について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局（谷次）】：（資料 4 の説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございました。以上の説明について何かご質問ありますか。 

 

【伴委員】 

ショートステイの平成 30 年度実績が 217 人ですが、見込み量を考えたときの概ね実

人数を想定して計画上は 60 人とか 56 人となっているのですか。 

 

【事務局（山本）】 

計画策定時に量の見込みとしては、サービスの量を確保するためにはどのくらい必要

なのかというのを算出するため、利用する特定の人数である実人数は想定をしておらず、
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延べ人数を算出しています。 

例えばトワイライトステイだと当初の量の見込みとしては 3 人となっているのです

が、実際には特定の方の利用が増えたこともあり、量の見込みと実績とがかなり乖離し

ているという状態です。ここについてはアンケートをもとにしてもなかなか予測が難し

い部分なのかと感じています。 

次期計画に向けて、今後量見込みや確保方策を検討することになりますが、アンケー

ト結果をもとに、実績としてはこれだけ上がっているということも踏まえて、庁内で議

論していきたいと考えております。 

 

【阿部課長】 

ショートステイとトワイライトステイも松戸市にある晴香園という児童養護施設で

行わせてもらって、そこが東葛地区管内では唯一の児童養護施設ですので、我孫子だけ

ではなく、柏、松戸、流山、鎌ヶ谷、野田が委託契約をしています。ショートステイと

トワイライトステイを実施するにあたって、晴香園がスタッフを確保する必要がありま

すが、契約の方法としては、年間の費用を試算して、それを各市で分配するというやり

方になっています。 

ですから一回使うといくらという単価計算ではなく、年額でいくらという払い方をし

ていますので、今回かなり計画値と実績が乖離しましたが、計画上の量見込みが低かっ

たことによって市民に対して不利益が出ているということはないということだけはご

理解をいただきたいと思います。 

 

【箕輪会長】 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

【事務局（山本）】 

では今申し上げました通り、次の計画に向けるための量見込みや、確保策ということ

についてはこのすべての事業について実績を確認しながら、調査結果も参考にしながら

適切に傾向を捉えて対応していきたいと考えています。量見込みについては次回以降の

会議でご説明する予定ですので、その際はまたよろしくお願いいたします。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございました。では次に基本目標ごとの課題整理について説明をお願いし

ます。 

 

【事務局（名豊）】：（資料 5 基本目標 1～6の説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございました。それではひとつずつ、基本目標１からご意見をいただけれ
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ばと思います。お一方ずつ、何かありましたらご意見を言っていただけたらと思います。

基本目標１につきまして、太田委員から時計回りでよろしいでしょうか。なければない

と言っていただければと思います。 

 

【太田委員】 

主な議題は資料にある「主な課題」に対して、我々委員がもっとこういう観点から考

えた方が良いとか、そういうことですか。 

 

【事務局（名豊）】 

「主な課題」についてチェックしていただくとともに、社会の動向や市の現状などで

も漏れている点はないか、議論していただければと思います。 

 

【箕輪会長】 

水野委員、いかがでしょうか。 

 

【水野委員】 

課題が載っているのですが、ニーズ調査に基づいて対策を立てていくというのは、当

然と言えば当然だとは思うのですが、世界を見たときに旧ソ連とかヨーロッパの事例が

あって、ニーズに基づいてやっていますが、そういった 0，1，2歳を対象にする保育と

いうものが、その後の人口動態に与えた影響というのがかなり大きな問題になっている

のです。つまり少子化の問題です。そういったところを踏まえた上で、国として行政と

して本当にニーズに合わせた施策で良いのかどうか、なぜ世界的なそういった問題が起

きたかにも拘わらず、失敗した方向へなぜ誘導していくのかというのが私はちょっと疑

問に思っています。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。池田委員、お願いします。 

 

【池田委員】 

保育無償化の詳細を少しお伺いしたいのですが、ニーズ調査をして例えば幼稚園や保

育園など定期的な教育・保育事業を利用されている方が 72％という中で、こういった無

償化をするとどういった影響があると市としては見込んでいるのかということを、もし

今の時点で把握されているのであればお聞きしたいのですが。 

 

【事務局（山本）】 

資料 1、調査報告書の 34 ページ、問 14 に該当の結果が載っています。ここで、すべ

ての方を対象に「幼児教育の無償化に伴う平日の定期利用について伺います」として、

無償化に関する利用意向の変化の有無を聞いています。「無償化に関わらず幼稚園・認
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定こども園を利用したい」が 46.7％、「無償化に関わらず保育園を利用したい」が 37.9

ということで、合わせて 8 割近くの方が、「無償化に関わらず」利用希望をしているこ

とになります。この結果を見ると概ね大きな影響というのはないのではないかと踏んで

います。報告書には載せられなかったのですが、この結果をもう少し詳しく分析をして

傾向をつかんだ方が良いだろうということで、現在株式会社名豊さんに依頼をしていま

す。その辺の分析結果も踏まえて量の見込みを算出していければと考えております。 

 

【箕輪会長】 

その他いかがですか。 

 

【鎌田委員】 

市の現状ですが、「市がすべての小学校にあびっこクラブを設置し、学童クラブとの

一体的な運営を実施している」とありますが、「学童クラブとの一体的な運営」というの

がわかりにくいと思いますので、具体的なものを載せられるのであればもう少し載せて

ほしいと思います。 

 

【菅原委員】 

地域の担い手のところで「新たな担い手を発掘していく」とありますが、今まで私も

結構地域で何かあると顔を出すのですが、なかなか形にならないまま終わってしまうと

いうところがあります。細かい事例とかがありましたら、書いていただけると良いと思

っております。同じく「主な課題、相談等」のところで、相談相手がいない方や子ども

の預け先がない方への対策というところで、「周知やアウトリーチなどを行い、既存事

業へつなげること」と書いてあるのですが、ここはとても個人情報に関わることですの

で、個人同士で話し合うと色々問題があると感じるので、なかなか一般市民に見えてこ

ない部分で、これをどうやって形に仕上げていくかということが問題かと思います。 

 

【会田委員】 

アンケートの調査結果で、子ども見てもらう人がいないとか、気軽に相談できる人が

いないという方がいたということですが、私も県外出身なので地元に知り合いとかが全

くいなくて、いろいろなサービスを使うようになって話せる人が多くなりました。保育

コンシェルジュや、妊娠中であれば母子手帳をもらう段階でこういう人が地域にいます

よという情報をお伝えするようなサービスなども「主な課題」に入ると思うのですが、

そういった紐づけができるようなサービスがあるといいなと思いました。 

それから、「保育園や学童保育室等の整備」で、「量だけでなく、質も確保すること」

と書いてあるのですが、量は今まで比較的確保できてきたのかと思っているのですが、

具体的に「質」というのは何だろうかということが知りたいです。 

 

【伴委員】 
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まず市の現状の中で地域の担い手のところには、ファミリー・サポートを入れておく

べきではないかと感じています。そのファミリー・サポートの提供会員と子育てサポー

ターの人数があまり増えない中で、同じ方が両方に関わっていて延べ人数が変わってい

ないのかどうかというところも、判断出来たら良いと思います。 

それから、アンケート結果の中で、相談相手が誰もいないというのが 3％くらいとな

っていますが、その中身がどういう状況なのか、例えばひとり親家庭だからかとか、外

国籍だからかとか、クロス集計の結果を知りたいと思いました。保育園・幼稚園・認定

こども園で相談できるというのは、そこに通っているから相談できるわけで、通ってい

ない家庭ではどのようになっていくのかということがとても気になります。乳児が保育

施設に入るということについての是非というのは、色々な意見があるとは思うのですが、

それに関わらずサポートは入るべきだと思うのです。主な課題の中でも、母親の就業状

況の増加、保護者の就労形態の変化というところで、母親が就労できることや、社会参

加ができること自体は良いことですが、就労せざるを得ない状況下で就労しているとき

に子どもがどうなっていくのかというのはとても気になるところです。子育ての部分が

保育園や学童保育室である程度カバーされたとしても、家事はどうなっているのかとか

気になります。 

また、母親が労働市場に出ている家庭で、ショートステイやトワイライトステイを利

用するために松戸市の施設まで子どもを連れて行くといことになりますが、利用するの

は乳幼児なのではないでしょうか。小学生であればそこに預けられたら小学校に行けな

いですから。そう考えると、子育てについてだけサポートをすれば、子育てがうまくい

くというのではなくて、他の子育て環境をよくするということについては他のサポート、

介護のサポートや、色々なところと絡めて、家庭生活自体をどのようにサポートするの

かという視点がないと厳しいのではないでしょうか。「量だけでなく質の」と言った時

の「質」に当たるのは何なのかというのも他との絡みを考えないと厳しいのではないか

と思います。 

学童保育室にしてもあびっ子クラブと一体運営で、全市に展開しているというのはと

ても素晴らしいことだし、内容もとても良いと思っています。一方で親御さんたちの学

力についての不安はずっと高い状態が続いているわけで、塾に通わせればよいが経済的

に困難だ、教育の無償はどうなのかということがある。「量だけでなく質の」と言った時

の質には、学力という問題は入って来ないのかというようなことも含めると、非常に難

しいと感じます。どこを焦点に絞っていくかというのがとても難しいのですが、詳しい

ニーズ調査やフル集計がまとまってくるようでしたら、見直しをしていけたらと思いま

す。 

 

【事務局（山本）】 

伴委員の方からも話がありましたが、基本目標 1に記載した相談相手がいない人とい

う部分と、基本目標 6 に記載した子育ての情報をどう得ているのかが関連するのではな

いかと考えています。経済状況と情報の入手方法の相関で、経済的にゆとりがない人ほ
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ど市の広報で情報を入手する割合が低くなるということがわかりましたが、情報を入手

できずにどこに相談をしてよいかわからないという状況に陥っている方もいると思い

ます。相談の場所を作るだけではなくて、そこにたどり着けるようなことを課題として

考えていきたいと思います。また、質についても現在ではとても広く定義がされている

ように感じますので、何の質を深めていくのかももう少し伝わるようにしていきたいと

思います。 

 

【箕輪会長】 

   それでは今の基本目標 1から基本目標 6まで全体を含めて、またその関係性なども見

られていらっしゃる方もいらっしゃいますので、全体のところで課題をそれぞれ聞かせ

ていただけたらと思います。 

 

【太田委員】 

3 点ほど。基本目標 2、家庭の健康づくりの「歯の健康づくり」について、私は歯に関

することは健康の一端と認識しています。学校現場の実感としては虫歯の多い子、また

治療しない子は生活困窮者がほとんどで、子ども自身はあまり関心がなく、親がちゃん

としていれば必ず連れていくというのが現状です。「市の現状」では、小学校で歯磨きタ

イムがあるけれど、中学校では歯磨きタイムがないとありますが、現状を踏まえると、

学校独自でやるよりも、市と地域と連携していくという捉え方が大事なのかなと思いま

す。 

次に基本目標 3、ここは大きく学校教育を含んでいますが、「主な課題」に「学習指導

要領の改正に対応するための人材等を確保すること」と記載されています。小学校でも

英語が教科化されるため、1，2 年生も楽しんで英語をやりましょうということで、市内

のＡＬＴやボランティアの先生などの英語が堪能な方に来ていただいてコホミンでも

昨年度キッズイングリッシュを行いました。 

「人材等を確保すること」とありますが、今なり手がなくて競争率 3 倍を過ぎると、

良い教員が生まれない。自治体によっては 1 倍、2 倍であるという状況があります。そ

うなると学習指導要領改正云々と言っている場合ではなく、人材の確保が必要となりま

す。柏市だったらスクールサポート教員とか、どんどんやっているということを考える

と、やっぱり我孫子市としても市費で、少しでも良い人材を確保するということを考え

なければいけないのではと思います。 

それから最後ですが、基本目標 6、配慮を要する子どもの児童虐待防止政策について

です。私も学校現場では 4件ほど柏児童相談所に通告しました。この会議で言うべきこ

とか迷いますが、私が学校教育課にいたときの話です。ある中学校から「不登校が続い

ており、生徒の安否が確認できない。至急確認してほしい」という連絡が入り、子ども

相談課に電話したのですが、その時たまたま「今日、会議があるのです」と言われまし

た。そうなると、次は柏児童相談所に緊急通告するしかないのです。「主な課題」に「速

やかに通告し、連携」と書いてありますが、緊急性の度合いによってはやはり「すぐに
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職員を行かせます」というような体制を取ってもらうことが、野田のあのような事件防

止につながるのではないかと思います。 

 

【水野委員】 

基本目標 3、「教育を通して生きる力をはぐくむ」についてです。周りの様々な業者や

企業の方々の話を聞いていく中で、特に 20 代の新入社員が、非常に長続きがしない、

自己中心的である、辞めるにあたっても代行を頼んで辞めるというような、信じられな

いような考え方の人物が出てきているようです。教育の方向性が間違っているからこそ、

そういう人間が育っていっているのだと私は捉えています。具体的には、我慢強さ、「石

の上にも 3 年」という言葉があったのですが、もうそれはないですね。3 日で辞めます

ね。今年も小学校の先生が、4 月中に一人、来なくなったと聞いております。3年ほど前

にも始業式を迎える前に小学校の先生がいなくなったということです。せっかく高い倍

率を超えてなったにもかかわらず、そのような現状があるということで、もちろん幼稚

園の先生、保育園の先生も似たり寄ったりです。 

そういう意味において、ここにも書かれているように課題としてせっかく小中一貫教

育というものをやられている、また体験活動を通して子どもの創造性と自主性をはぐく

むというように書いてはあるのですが、やはり人間の土台となる根本的な部分が、あま

りにも脆弱すぎるのかなと思います。 

ですから、例えば運動会などでも、今年は少し暑く、暑い中でも涼しくなる方策を講

じている学校もたくさんあったと思うのですが、私は徒競走が一番メインだと思ってい

ますが、暑いからと言ってそういうものをカットし、お遊戯のような集団的活動ではな

くて、徒競走で普段学力が少し苦手な子でも運動で花開くというか存在感を示す場があ

ってもよいと思います。それから様々な教科において最近は評価をしないで研究するだ

けで終わってしまう。そういったところをやはり見直す必要があるのではないかと思い

ます。学校外行事の遠足などでもそうですが、昔はひたすら歩かされたような記憶があ

ります。どうして歩くのかなというのがよくわからなかったのですが、我慢強さを少し

ずつ身に着けていったような気がします。今はやはり何かあったら車というのが、学校

側の論理の方が第一になってしまって、本当に子どもを強く育てる、将来ちゃんと税金

を払うような子供に育てるのだという観点が少し弱いのではないかと思います。 

このままですとかなりの人数が将来的に引きこもりだとかニートだとか言う話にな

りがちだと思います。ご存知のようにすでに先日のＮＨＫの番組でもありましたが、330

万人の中学生のうち 11 万人が 30 日以上の欠席をしている。さらに 33 万人が保健室登

校などの教室に入れない。13％です。中学生の 13％がもう不登校状態になっている。こ

のような教育をやっていれば、どんなに方策を立ててもはっきり言って机上の空論にな

りがちです。本質的には小中学校の、今一度親のニーズだけでなくて行政として、学校

として何を打ち出したらよいのかというところを本格的に考えないと、もう日本は取り

返しのつかないところまで来ているのだと私は思っています。抜本的な見直しを考えて

いただければと思います。 
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【箕輪会長】 

ありがとうございます。池田委員、おねがいします。 

 

【池田委員】 

太田委員から良い人材の確保、これは保育園・幼稚園でも大きな問題で、それが保育

の質と絡んでくる部分となりますので、そこも含めてご検討いただければと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。鎌田委員、お願いします。 

 

【鎌田委員】 

太田委員から出た歯の健康づくりに関してですが、小学校でも必要な体制づくりを行

っているところが結構あります。 

それから基本目標 4 の主な課題のところの 2番で、先程話に出ていましたが、子ども

が巻き込まれる交通事故や事件が、この 2、3 か月かなり増えています。今少ない子ど

もがさらにいなくなるということで、社会の問題としてしっかり捉えて、何とか脱しな

ければいけないというのがあります。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。菅原委員、お願いします。 

 

【菅原委員】 

年号が変わって、市の認識が新たになったので、これからこの子たちも小学校に行っ

ても中学校に行っても、中学校から高校に行ったりするときも、市に守られてくるのだ

なと最近感じているところです。発達支援を受ける子どもの増加について、子どもの数

が減少していく一方、支援を求めている子どもをきちんと見つけていただいているお陰

ですが、すごく増加しているために実は省かれているように感じている支援があります。

そのような点に対してどうやって対策を取っていただけるのかなと感じています。 

私事過ぎて、お話してよいのか悩んだのですが、5 月に入って就学説明会がありまし

た。市内の就学に関して支援を受けたい 5、6 年生の保護者が集まるのですが、一連の

流れを話されて、今回は我孫子中学校の発達支援学級の先生が知的学級と情緒学級の説

明をしてくださいました。すごく素晴らしい説明で、説明会に行って見学をした上でそ

の話を聞くと、すごく解って、最終的に自分の学区の中学校に見学に行くことに決めま

した。実はうちは新木小でして、中学校が湖北中になります。市内６校ある中学校の中

では、支援学級が 1 クラスしかなくて、知的しかないのです。情緒学級というのは、本

来は他の学校に見に行くことができるのですが、去年情緒学級を見たときに、子どもの

ランクではないのかなと思っていたものの、今年は子どもが 6年生なので確実に見学に
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行くのですが、見学のできるクラスというのが、去年は５年生の保護者さんも見学に行

けたのに、今年からは 6年生だけになりましたとおっしゃっておられて、それはどうな

のかなと意見させていただいたのですが、「個人的に相談は承りますので、ご理解の程

よろしくお願いいたします」という話でした。個人的に相談をしたら確実に受け止めて

いただけるのですね。昔からとてもお世話になっているので、でもお仕事などでそれが

できない親御さんもたくさんいらっしゃるので、結局見学の日を決めた上でも、色々な

おかあさんと連絡を取り合っている中で、連絡もなしに自分が希望していない日に当て

られたという方もいますし、少しどうなのかなと思うところもありましてその辺を強化

していただけたらと思っている次第です。よろしくお願いします。 

 

【箕輪会長】 

会田委員、お願いします。 

 

【会田委員】 

基本目標 4 の環境整備についてですが、公園のバリアフリーが進んでいるのですが、

「乳幼児を連れて子育て中の方が気軽に外出できる環境を整備すること」とありますが、

実際に子育てをしていて公園で遊ぶときは確かにバリアフリーされているのですが、そ

こに行くまでの過程が一番ネックでして、ハード的な環境を整備することなのか、いっ

しょに外出するのをお手伝いしてくれるサービスの事なのか明確にしておきたいなと

思いました。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 

本目標に「仕事と家庭の両立支援」とあるのですが、基本目標 1から 6のうち、支援

するのは子どもだと明確に判らないのは基本目標 5なのです。これでは、子どもという

よりも支援されるのは大人なのではないかと思うのです。子ども・子育て会議の中の目

標としては何となくそぐわないという気がします。もちろん「仕事と家庭の両立支援」

というのは大人から見たら大切なことなのでしょうけれども、そのことがあって子ども

に影響がというのは解るのですが、直接的に支援されるのは、対象者は子どもではない

なと思ったもので、それが少し見直しの一つに加えてほしいと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。伴委員、お願いします。 

 

【伴委員】 

先程、会田委員がおっしゃった環境整備について、私も同じことを思っています。ベ
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ビーカーを押して通れない歩道がいっぱいあって、それをどうにかできないかというこ

とを昔から話していたと思うのですが、ただ道路整備というときに何を整備するのか、

色々な観点があるので、去年公園についての事業評価をしましたが、公園についてとい

うことだけではなく、遊び場だけではなく生活環境、子育て環境というような意味合い

を入れないと、子どもイコール公園という考え方はどうなのかなという気がしました。 

それから、基本目標 2 の国の方針の子育て世代包括支援センターができるということ

で、勉強不足でよくわかっていないのですが、これに対応して我孫子市はどのように考

えて行くのかなと。高齢者に対する包括支援センターができて、障害者についても相談

室のようなものができて、子育てについても子育ての相談センターのようなものができ

ていくのかなというと、やはり入り口がみんな違っていて、市民総合相談みたいなふう

にはならないのだろうな、行って色々なところのサポート、例えば介護が必要な家庭で、

子どもを育てるのが大変だから地域包括センターでは介護の方の相談には乗ってくれ

るけれども、今育てている子供をどうするのかというのは別なところにつながないとい

けないということなので、相談する力がない市民はどんどんサポートから抜けて行って

しまうというのは厳しいなと思います。 

先程、菅原委員が「こういうことはどうですか」というように相談をなされば、どこ

でも受け止めてくれて一生懸命教えてくれるのですが、そういうことをしないとサービ

スが受けられないというのは、どうなのかと思います。行政サービスというものがそう

いうものなのかもしれないのですが、そんなに溢れるようにどんどんという訳ではない

かもしれませんが、せめて相談窓口は一つで、一時我孫子市はそうでしたよね。総合相

談窓口のようなものがあってそこから直接につないでくれるようなところがありまし

た。でもあまりにも相談の窓口が広すぎて対応できないというようなところから、少し

ずつ分かれていってしまったのかなと思うのですが、今度新たにこういうサポートセン

ターを作ろうというように考えるのであれば、もう少し総合相談という形でどこかにつ

ながれば、それが分かれていけるような形というのを課題として持っておくべきではな

いかと思いました。 

それから教育について先程申し上げたのですが、アンケートの中で「自分のことが好

きだと思う」が、小中学生で半分程度というのはひどいと思うのです。良いところがあ

ると思っているのに自分が好きではないという気持ちというのは相当厳しくて、それを

何とかしようというような手立てを今後考えて行かないと、いくら学習指導要領に対応

しても、子どもたちが幸せにならないなという気がします。将来どうなりたいかという

と、信頼されたいとか、家族を大切にしたりというようなこと、子どもたちが持ってい

る人間観としては、自分ひとりで生きていくのではなくて周りと助け合ったり、お互い

に助け合って社会的な存在として自分が有用感を持ったりするようなことができる、助

け助けられみたいなところで生きていくというような人になりたいというように捉え

るべきでないかと思うのです。 

そうしたら、そういうことができる関係性を作る取り組みというのが必要で、基本目

標6のところの市の現状の中でいじめ対策でいろいろなことをやっていらっしゃるので
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す。アンケートも取っているし、Ｑ－Ｕ検査も取っている。Ｑ－Ｕ検査というのはご存

知の方もいらっしゃると思いますが、学級内の心地よさ、学校にいて楽しいとか、学校

にいて人間関係がうまくいっているとか、自分が役に立っているとかという充実度みた

いなものを計る検査で、それによって学級内の人間関係を教員が把握することはできる

のですが、把握した後、それをどういうふうにするかということについては別枠の活動

が必要で、その活動につながっているのかなというところはかなり疑問だと思います。

Ｑ－Ｕ検査はどこでもやるのです。かなり広がっていて、それによってその子が今クラ

スの中でどのようにいるかとか、人間関係がどう変わったかというようなことを客観的

に調べることはできるのですが、そのあと、それについてどういうふうに学級に対して

いくのかというような方策は少し弱いのではないかという印象はあります。いじめをし

ないようにしなさいではなくて、どのように関わるのかというような形の活動をしない

といけないし、自分がどんなところにいても、今どんな状況であっても、このように頑

張っていけば自分は有用感があり生きていけるのだと、自分に自信を取り戻し、自信を

つけて大人になってもらうというプログラムが必要なのではないかと思います。 

千葉大を中心に「勇者のプログラム」が開発されて、千葉県内かなり広がっているの

ですが、我孫子市はそれに全然取り組んでいないのです。それに対しても教員の研修も

必要ですし、教員の働き方改革というところからもかなり難しい問題があろうかと思う

のですが、どちらにせよ研修はしなければいけませんし、教員だって働きたくないと言

っているわけではないので、若い人にも力をつけてもらわなければいけないですし、最

初からできる訳ではないのでどういう力をつけるのか、あれもこれもではなく、子ども

たちが幸せになるためにと考えたときに、どの年代の教員がどういうことを研修してい

くのかということについては市としても十分工夫をしてそこにお金をかけていくべき

かと思います。人を増やすのは絶対的に必要なのですが、それだけではなく「資格がな

くても手伝ってください、チーム学校です」と増やされた人たちが、自分は何の役に立

っているのかということが実感できないと助けないと思うのです。そういう観点という

のが必要かと思います。 

基本目標 5のところも、ファミリー・サポート・センターができる時から知っている

のですが、ずっと見てきて、こんなものだろうと少し諦めているところもあるのですが、

ファミリー・サポート・センターが休日保育を担っている現状があります。休日保育に

ついては我孫子市もずっと考えてきたと思うのですが、やはりコストの面を考えると厳

しいというところから、ファミリー・サポート事業に移動したという経緯があるかと思

います。だったらファミリー・サポート・センターがもっと休日保育であるとかショー

トステイやトワイライトステイまでまで対応できるよう、提供会員を育てることはでき

ないのか検討するとか、既存のもので何とかするのではなく、少し幅を広げて我孫子市

にしかないような施策を展開していかないと待機児童 0だけでは、子育て環境の整った

我孫子市というようにはアピールできないのではないかという気がしています。 

 

【箕輪会長】 
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ありがとうございます。今お話があった待機児童については、これからもっと少子化

になった時にどう考えて行かなければいけないのか、というところも現状だけでなくこ

の先を含めて考えなければいけないのと同時に、貧困の家庭だったり、配慮を必要とす

る子どもの家庭が増えていたり、今回出てきていないのですが外国籍のお子さんだった

りとかいろいろなニーズが出てきているということを捉えていく、いろいろ事業はある

けれども、広報の話などでもどうやったら皆さんに届くのかという、ＳＮＳみたいなも

のが良いという話もあれば、携帯やスマホでは情報が得られない人たちも出てきている

と思った時にどうしたらよいのか、その人たちに確実に届くということが、良い事業を

していても届かなければ、支援が必要な人たちに支援がいかないということになります。

子どもに確実に届くにはどうしたらよいのかということを次には考えて行かないとい

けないと調査を見て思います。 

それから、先程の話で自己肯定感なのですが、子どもたちだけではなくて、先生たち

も働いていて働き方改革ということは教員が楽をするという話ではなくて、子どもたち

の育ちというところで、今保護者のクレームであったり、業務がすごく多かったり色々

なところと、先生たちが仕事をしていて子どもと関わる時間が多ければもしかすると自

分たちが働いていることが、子どもたちのためになっているというところかもしれない

のですが、実はそうでない部分にかなり時間も気持ちも割かれているというところがし

んどかったりということを考えたときに、教員の人材確保であったり育つというところ

に出てきて、それが子どもにつながるというところをこのデータからもう一度しっかり

見ていただきたいということと、その辺りが教育だけではなくて保育の部分の質という

ところとも関わってきたりするのかということも思いました。 

事業全体がたくさんあることも大事ですが、たくさんあるとその分の質ということも

あると思いますので、その辺りも支援の必要なところを捕まえたら確実に子どもたちが

アクセスできるようにというところですね。小さなお子さんだったり配慮が必要なお子

さんだったり、いじめだったり、不登校だったりというお子さんは、どうしても本人が

相談というよりは保護者がという部分があると思うのですが、それが保護者からだけで

はなくて、学校の先生であったり、園の先生であったりというようなところで、情報を

得られた時にちゃんと次につなげて、子どもたちのところに戻っていくという子どもた

ちにとって幸せになるというところにつながるようにどういう仕組みがあったらよい

かというところも見直していただけたらと思いました。 

 

【事務局（山本）】 

ありがとうございます。今いただいたご意見は、今回提示した資料の文言等という話

ではなくて、皆様それぞれの立場で感じている課題やそれに対して我孫子市はどう考え

ているのかというご意見であったと思います。課題整理表としては意見をいただいて直

せるところはもう少し詳しく、皆様のご意見に沿った形で少し修正をしようと思います。

また、いただいた意見を聞いて我孫子市はどうするのかという点については、ここでの

ご意見を「こういう意見が上がっています、どのようにしていきましょう」と各課にフ
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ィードバックし、検討しながら、次期計画には市の考えがもっと見えるような形で入れ

ていくことが必要と感じましたので、そのように事務局の方で進めていきたいと考えて

います。 

また、また追加でご意見がありましたら、6 月 10 日の月曜日までに頂ければ幸いで

す。ただ、そのあと内容の審議等に入りますが、今いただいたようなご意見は計画の審

議の中でも頂戴する機会があると思います。ひとまず 6 月 10 日までにお願いいたしま

す。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。では、また何かありましたら 6 月 10 日までに事務局の方に

お寄せください。 

 

【阿部課長】 

先程、伴委員からお話しいただいた子育て世代包括支援センターは、我孫子市では保

健センターが担っています。それからもうご存知かもしれませんが、Ｑ－Ｕのお話をい

ただいて、いじめに関わって我孫子に一人嘱託の指導主事でいじめ専門でやっている方

がいらっしゃって、Ｑ－Ｕ調査でそういうお子さんがいる把握した場合は、その方がす

ぐに行って面接をするというような対応しています。 

 

(議題 4)次期計画の策定について 

 

【箕輪会長】 

それでは次に(4)次期計画の策定について、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（名豊）】：（資料 6 説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。以上のご説明についてご質問・ご意見のある方はいらっしゃ

いますでしょうか。 

 

【太田委員】 

確認したいのは4番の現計画を取り巻く現状と評価のところの２子育て支援の状況の

一番下の登校児童生徒数は、というところ、これは不登校ではないのですか。 

 

【事務局（名豊）】 

その通りです。申し訳ありません。 

 

【箕輪会長】 
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他にございますか。 

 

【事務局（名豊）】：（資料 7 説明） 

 

【事務局（山本）】 

ご意見がある場合は、多くなってしまって申し訳ないのですが 6 月 10 日までにご意

見をいただければと思っています。 

 

【箕輪会長】 

以上の説明について何かご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

【鎌田委員】 

１週間で全部埋めるのが仕事の関係もあって、もう少し伸ばせないかと思うのですが。 

 

【事務局（山本）】 

こちらの資料 7 については全部を埋めてくださいということではなくて、あるものに

ついてここは良いところがあるとか、追加で意見を出したい場合に使っていただければ

というものです。一応 6 月 10 日と申し上げているのですが、それを過ぎたとしても頂

いた意見は大切に扱わせていただきますので、そのあと 1週間程度バラバラでも構いま

せんのでご意見がある場合はよろしくお願いいたします。 

 

(議題 5)放課後対策事業運営委員会の委員について 

 

【箕輪会長】 

では、次に(5)放課後対策事業運営委員会の委員について、事務局からお願いします。 

 

【事務局（山本）】：（説明） 

 

【箕輪会長】 

推薦させていただいたので事後報告となりますが、よろしくお願いいたします。 

 

(議題 6)子ども部各課からの報告 

 

【箕輪会長】 

では、(6)子ども部各課からの報告についてです。子ども支援課と保育課から報告が

あります。よろしくお願いいたします。 

 

【荒井課長】：（報告） 
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【箕輪会長】 

ご質問等ありますでしょうか。次に保育課からお願いします。 

 

【星次長】：（報告） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。ご質問はございませんか。 

 

【鎌田委員】 

幼稚園の預かり保育と認可外施設を両方利用した場合には、それぞれの無償化の金額

を超えた場合には、その分金額が無償化になるのでしょうか。 

 

【星次長】 

基本的に幼稚園の一時預かりの利用料と認可外施設の利用料を足して 11,300 円です。 

 

【鎌田委員】 

幼稚園の方だけで 11,300 円ですか。 

 

【星次長】 

2 歳から 5 歳までは 37,000 円が限度になっているので、そのうち幼稚園の方の保育料

が 25,700 円なので、差し引くと最大 11,300 円が延長に関わる経費として無償化の対象

になります。そういった解釈になっています。 

 

【鎌田委員】 

例えば認可外を利用した場合、その金額が 40,000 円だとすると、そのうちの 37,000

円が幼稚園の預かり保育プラスその差額まで貰えるということになるのですか。両方貰

えるということですか。 

 

【星次長】 

認可外のみを利用した場合は、37,000 円まで貰えることになります。基本的に認可外

を使うのは結構制限があります。幼稚園の預かりの年間開所日数が200日を超えた場合、

認可外利用分の利用料は無償化の対象となりません。多分、市内の幼稚園さんは夏休み

などもやっているので、年間 200 日は超えているので基本的には幼稚園の預かり保育で

利用は可能になるのかなと思います。 

 

(議題 7)その他 
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【箕輪会長】 

では最後に(7)その他で何かありますか。よろしいでしょうか。 

それでは本日予定していた議題は、これですべて終了になります。最後に事務局から

お願いします。 

 

【事務局（谷次）】 

本日は貴重な多数のご意見をありがとうございました。事務局としてはかなり宿題を

もらったかなという感じです。本日いただいた意見をまとめ、課題の整理と骨子案作り

に入ってまいりたいと思います。 

次回の子ども・子育て会議ですが、7月 27 日の土曜日、午前 9時から行いたいと思い

ます。会場は本日と同じく西別館 4階会議室です。議題としましては骨子案、そして量

見込みについて協議していきたいと考えております。期日が近づいてまいりましたら、

また資料を郵送させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（山本）】 

報告書について確定の時期等を申し上げていなかったので、ご説明させていただきま

す。報告書は当初の予定では確定したものを今回お見せして終わりにしようという予定

で、皆さんに一度案として提示をさせていただきました。今後先ほど申し上げた記述式

の回答の集計結果を追加して、それから皆さんからいただいたご意見があれば、その分

の修正をして 6月中に確定をさせていただきたいと思います。計画書の内容の審議等を

するにあたって追加で分析が必要ではないかという項目については随時分析していた

だけることになっています。それを計画書に載せたり、担当の方に戻したりということ

は可能です。ただあまり先延ばしするのもどうかと思いますので 6月で確定をさせてい

ただきたいと思っています。確定したところ、修正したところが大幅にありましたら、

それも含めてメール等で連絡をさせていただきたいと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。 

それでは以上をもちまして第 1 回子ども・子育て会議を閉会といたします。長時間に

渡り、ありがとうございました。 


