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令和元年度 第２回 我孫子市子ども・子育て会議 

 

１．開催日時 令和元年 7月 27 日（土）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、○会田委員、○鎌田委員、〇増田委員、

〇菅原委員、○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（小池） 

 

４．議題 

（１） 次期子ども総合計画１章～３章について 

（２） 次期子ども総合計画４章～５章について 

（３） 子ども子育て支援事業 量見込みについて 

（４） ニーズ調査報告書（案）の報告 

（５） その他 

 

５．配付資料 

資料１ 骨子案 

資料２ 計画書１章～３章 

資料３ 施策体系 

資料４ 施策体系（事業配置） 

資料５ 計画書４章及び５章のイメージ図 

資料６ 我孫子市子ども・子育て支援事業 

資料７ 子ども・子育て支援事業 実績値と量の見込み（20190726） 

資料８ 我孫子市子ども総合計画 ニーズ調査報告書（最終案） 

資料９ 追加集計 ニーズ調査 相談先がない方の分析 

 

６. 議事要旨 
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【荒井課長】 

定刻となりましたので、ただいまから「第２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。 

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

おります。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します関係上、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。 

本日の会議には、まだ増田委員はお見えではないのですが、全委員 10 名中

８名のご出席をいただいております。子ども・子育て会議条例に置きまして、

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

のでありますが、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、配布した資料の確認をさせていただきます。 

 

― 資料確認 ― 

 

 配布漏れはありませんか。 

 それでは、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】 

おはようございます。先ほどまで雨が強くて大変だったかと思いますが、今日

も会議を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日、傍聴者はおりませんのでご報告いたします。 

 

（議題１）次期子ども総合計画１章～３章について 

 

【箕輪会長】 

それでは次第に沿って進めます。 

まず、議題１の次期子ども総合計画１章～３章について、事務局のほうから説

明をお願いいたします。 

 

【事務局（谷次）】 

「資料１」・「資料２」第１章の説明 

 



3 

 

【箕輪会長】 

以上の説明について、何かご意見・ご質問等ございませんでしょうか。いかが

ですか。 

 

【事務局（谷次）】 

「資料２」第２章の説明 

 

【箕輪会長】 

以上の説明について、何かご意見・ご質問等ございませんでしょうか。いかが

ですか。 

 

【事務局（谷次）】 

「資料２」第３章の説明 

 

【箕輪会長】 

以上の説明について、ご意見・ご質問等ありましたらお願いします。いかがで

しょうか。 

 

【増田委員】 

この総合計画の対象者というのは、一体誰なのでしょうか。子どもであること

はそうなのでしょうけれども、現在の計画では、子どもに限らず子どもが産まれ

る前の妊婦も対象でした。今までの中では、そこら辺が一体誰が対象なのか読み

取れません。 

 

【事務局（山本）】 

今の計画では、確かに妊婦からというように対象者が載っているのですが、次

世代法の考え方でいうと社会全体が子どもを見守る責任があるだろうというと

ころに立っているので、ここの後ろ、４章のところの説明をさせてもらうのです

が、そこでいうと社会全体を対象にして、いろいろな事業がぶら下がってきます。

なので、あえて今回は対象というものを抜きました。けれども、もちろん妊婦も

入っていますし、おおむね 18 歳までを子どもというところになります。 

 

【増田委員】 

成人も入りますか。 

 

【事務局（山本）】 
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社会の取り組みとしては、成人に向けての取り組みも対象としておりますの

で、そこで、妊婦から子どもとしてしまうのは違和感があるのではないかと。 

 

【増田委員】 

いや、そういう意味ではありません。妊婦は将来の子どもが産まれるわけだか

らいいのですが、要は 20 代・30 代・40 代というところも対象としてしまうと、

子ども・子育て会議という主旨から外れてしまうのではないでしょうか。 

 

【事務局（山本）】 

若者に向けての施策を対象にしているのではなく、子どもを見守るというと

ころに関連付けて、子どもの周辺にあること全てを対象としているという捉え

方でいるのですが、やはり、ないとぼやけてしまうという印象をお持ちでしょう

か。 

 

【増田委員】 

そうですね、高齢者だっていいということですよね。子どもを見守る年寄りも

対象だと。そういった事業は実際あるのでしょうか。 

 

【事務局（山本）】 

あります。そこが、今までの計画では事業としては入っていたのに、妊婦から

子どもまでとしていたので、そこしかないように受け取られてしまうという側

面もあったのかなというところで、今回はこのような方向にしたのですが。 

 

【増田委員】 

全体が対象だと、せっかく子ども・子育て会議で子どもを中心にやろうという

ところ、要は成人あるいは高齢者は別の部署があるわけじゃないですか。そこで

やっていくのだから、ここはあえて子どもを中心としたというふうなほうがい

いと思いましたし、そうなのかなとも思っていたので、全体というと、では実際

ここにいるメンバーというのは、おそらく今までやっていた妊婦から 18 歳ぐら

いまでの人たちだって、老人会のメンバーはここにはいないので。そうなると、

まずメンバーからもう今度はおかしくなってしまうので。 

 

【事務局（山本）】 

分かりました。主旨としては増田委員がおっしゃっている、子どもとその周辺

の者というところで審議して、その通りなのでそれが伝わるように。ただ、子ど

もから妊婦までとしてしまうと、そこだけに限定しているように見えてしまう
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ので、その見守りも含めたというところも入れながら、ちょっと対象を市が伝わ

るように記載できればと思いますが。 

 

【増田委員】 

全員が対象というよりはピンポイントにしていったほうが、効率がいいよう

な気がします。それで、小学生のアンケート云々を一生懸命やっていますが、で

は今年は高齢者が子どもをどのように見守るかということを審議しようとなっ

た場合には、せっかくやったアンケートが、というふうにもなるだろうし。では

高齢者ばかりやろうという話し合いになったら、子どもを見守る高齢者よりも、

子どもを中心とした、という話のほうが。 

 

【事務局（山本）】 

子どもを見守る高齢者としての議論はしないのですが、あくまでも「子ども目

線で地域も見守っていくというところを推進しましょう」ということを書き込

んでいたので、ない方がいいのかなという話になったのですが、そこは町内でも、

ではやはりそこだと対象がぼけてしまって、対象が広がってしまうのかなとい

うふうに読み取れるということだと思うので、そこは対象を入れるようなかた

ちで。 

 

【増田委員】 

そのほうがいいと思います。前回もなっていたではないですか、妊婦から 18

歳未満まで。それと似たような感じで。今言ったようには「子どもを見守る高齢

者は対象ではない」とおっしゃいましたが、それも対象なのかなと前段では思え

たし、だから一体誰が対象なのか、子ども目線とは何なのかということをはっき

りさせておかないと、本当に何が対象で何が対象ではないのか、多分この８人の

中で皆ばらばらだと思います。 

 

【事務局（山本）】 

分かりました。一応、基本的には事務局の考えとしては子どもの視点、子ども

の保護者の視点に立って、ｐ58 に書かれている基本的な視点をまとめたつもり

なのですが、全体として対象が載っていないことによってちょっとやはりそこ

がぼけてしまいますね。 

 

【増田委員】 

今、おっしゃったように、保護者の視点というものが有りだとすると、高齢者

の祖父が保護者であってもいいわけですよね。そうすると、保護者の目線となる
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と、保護者も含まれてしまうと、またそこで対象が全員なのか、でも子ども目線

からと言うのであれば、そのように半分に絞られます。また保護者の目線からと

なると、もうほぼ全員保護者。 

 

【事務局（山本）】 

子ども・子育て支援策も対象になっているので、この計画を考えるにあたって、

もちろん子どもの保護者は対象としては含まれます。サービスの利用者として

は、その立場というのも含まれます。 

 

【増田委員】 

その、子どもの保護者というのは、その子どもというのは、となりますよね。 

 

【間弓委員】 

この子ども・子育て会議の委員の構成の保護者は、割と学童保育とか幼稚園と

か保育園の保護者が委員の中に組み込まれている目線が強いのかなと思ってい

ます。私の中では、子どもといっても 18 歳未満の子たちを中心に、あびっ子ク

ラブだとか学童保育といったものが計画の中で強かったのではないかという思

いがあるのですが、どうなのでしょうか。 

 

【事務局（谷次）】 

もちろんそれが中心だとは思います。その柱があって、計画を策定していくか

とは思うのですが、この次の第４章以降でもお話しするかと思うのですが、子ど

もを取り巻く環境というのはまだいろいろ問題があるかと思います。それで、そ

の今回の計画の基本目標の１つとしては、「地域で子どもを見守る」ということ

を項目立てとして特に挙げております。そこで、そうなりますと社会全体の問題

として、どうしても広がってくるかと思います。ただ今、増田委員からのご指摘

もありましたので、もう一度その辺を検討させていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

【箕輪会長】 

他にご意見ございますか。 

 

【菅原委員】 

この会議が、子どもが対象の会議であるということは、よく分かります。でも

子どもが育っていくために保護者がいて、子どもはこういうサービスとか、こう

いうふうに市から見守られているということが分かるし、子どもを見ている人
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というのは、私ら保護者以外もおばあちゃんもいますし、地域の人もいます。本

当に、ちょっとつながっている人でこういう所に来てほしい人がたくさんいて、

そう思うと社会全体でという意見もよく分かります。そういうことを言われて

いることも理解できるものの、子どもの視点から言って、「子どもは社会の希望、

末来を作る力」なので、若者に対しての就労支援という部分で不思議に思ったの

ですが、子どもが成長していく部分も守られているという部分が施策で立てら

れていくと、保護者としてはすごく安心なので、私はこれでもいいと思っていま

した。 

 

【増田委員】 

子どもを取り巻く環境について、子どもが対象でいいと思います。もちろん子

どもを育てるのは保護者であり、学校であり、地域であり、皆取り巻くと。そこ

まで広げてしまうとぼやけてしまうのではないかということが心配です。おそ

らくこの話の中で、子どもという感じの抽出はほぼ小学生が中心になっている

ような雰囲気があります。後は、妊婦さん。 

子どもを取り巻く環境で地域だ、学校だ、そこまで言うと関連することの中で

話し合うことはいいのですが、我々が子どもに対してもっとピンポイントにや

らないと、年間それほど集まってもいませんし、どうなのかという話です。子ど

もを取り巻く環境というのはもちろん幅広くあるわけですから、それはいいの

ですが、やはり対象は子どもとはこうだよというところを載せておいたほうが。

いわゆる現在の総合計画を見て今回はないのかなと思っただけで、ただなかっ

たからどうなのかということが発端です。 

あまり、地域云々だと広げてしまって、これもあれもというのは、いろんな 60

数事業ある内の我々がやるのはほんの数事業、それがやはり小学生あるいは乳

幼児・中学生くらいまでのやったのだって、では高齢者向け、高齢者が子どもに

かかるものをやろうと言っても、多分皆さんそれほど賛同しないのではないか

と思います。であれば、子どもを前面に押し出した方がいいと思います。 

 

【事務局（谷次）】 

分かりました。ありがとうございます。それで、今回はその次の第４章でも説

明するかと思うのですが、対象事業をかなり絞り込んで、前回の半分ぐらいとな

りました。それはなぜかというと、あくまでも子どもの視点からどのような事業

があるかということをかなり厳選して載せたつもりです。その辺もあるのです

が、増田委員のおっしゃっていることもとても良く分かりますので、もう少し検

討させていただければと思います。 
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【箕輪会長】 

この計画を基に市がいろいろな事業を展開されていくというところで、子ど

も・子育て会議が議論するという、それは事業の中のいくつかを私たちが進行管

理していくというかたちなので、多分そういう意味でまず子どもを中心と指定

して、そこはぼやかさない。けれども、やはり子どもの児童福祉等の考え方も、

昔は本当に子どもだけの支援というところで考えられたのですが、だんだんや

はり子どもが育つ家庭にとなって、今度は地域に、とだんだん広がってきている

という視点から、そういうふうになってきていると思います。 

ただ、一方で今の基本的な視点のこの並べ方だと、確かに子どもの視点という

ものが最初に来ているのですが、次に次世代の親の育成ときて、その辺りのこの、

流れの書き方がもしかすると子どもから突然若者に飛んでというような感じも

してしまうと思うので、誰に対してのものなのかという順番やこのタイトルの

付け方等によって、まずは子どもが中心であるということをしっかりと明記し

ていただいた上で、ただその子どもたちが育っていく社会に置いて、社会に置い

てというところで、何を考えなければいけないのかという並び方に少し整理し

ていただけるといいのかなというふうには思いました。 

 

【事務局（谷次）】 

分かりました。ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

ｐ60 の（３）「すべての子どもがのびやかに自分の力を発揮できるまち」とい

うところの、３行目のところなのですが、「発達障害や不登校、いじめなどを特

別なものとは考えず」とありますが、その後をきちんと読めばいいのですが、「特

別なものとは考えない」ということ、普通にあることとしてそれを対応していく

ことや支援をしていきましょうという主旨なのは分かるのですが、取り方によ

っては「特別なものと考えなくてもいい」という取り方をされる場合もあるかな

と。逆に言うと、特別支援と呼ばれるくらい発達の障害を持ったお子さんとかに

対してだったり、最近は多文化ということで、外国のルーツを持つお子さん等が

増えてきているというようなところだったりとか、やはりその子のニーズとい

うものがあって、そこを踏まえてということを考えなければいけないといった

時に、もちろん一人ひとりが特別なのですが、その辺りちょっと表現を少し変え

ていただけるといいかなと思いました。 

 

【増田委員】 

今の会長の話で、「私は特別なものとは考えず」と言っていること自体が、も
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う書いている人は特別なことと考えているのではないかというふうに思ってし

まいました。でも、そこら辺の言葉のニュアンスは難しいですね。「当たり前の

こと」「普通のこと」といったような感じで書いたのかなと。だから、特別な事

と考えないでというふうに取れればいいのですが。 

 

【箕輪会長】 

すごく難しいのですが、「特別なものとは考えず」というのが入ることで特別

なものに思えてしまうことや、逆にそれを特別ではないと考えたほうがいいと

いったような。やはりニーズは一人ひとり全然違うので、その子どもの成長だと

か、その子の暮らしというところに応じて、切れ目のない支援や教育させるとか

でいいのではないかと。 

 

【事務局（谷次）】 

今、会長がおっしゃったように、確かに我々の主旨としては一人ひとりを見て、

支援していくという思いは変わらないのですが、我々としては療育のお子さん

も、普通のお子さんも、一人ひとりそれぞれに個性に合った支援をしていくとい

うようなニュアンスで書いて、今回の事業体系においても、すべての子どもを対

象にして、あえて分けずに一体となって事業体系を考えました。ちょっとその辺

のニュアンスは難しいかと思いますので、もう少し検討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。他に何かございましたらお願いします。 

 

【鎌田委員】 

今、会長がおっしゃった、異文化交流というか、留学生等の国際交流と言われ

るものをもう少し前面に出してもらいたいなというところがあります。 

 

【事務局（谷次）】 

では、その辺も検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。では、次にお願いいたします。 

 

【事務局（山本）】 

基本目標について「資料３」・「資料４」の説明 
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【箕輪会長】 

ありがとうございます。今のご説明について、何かご意見ご質問等お願いいた

します。 

 

【菅原委員】 

資料３の①の６番目の「配慮を必要とする子どもと家庭への支援」の内容です

が、ここは「こども発達センターの機能強化」だけでいいのでしょうか。切れ目

のない支援だから、教育研究所とかそこらの機関があれば見せなくてもいいの

でしょうか。 

 

【事務局（山本）】 

現計画では「こども発達センターの機能強化」ということで、基本方針として

載せているのですが、これが主に増改築等その辺りを示して、今の計画ではこれ

を特出ししていたということなのですが。 

 

【菅原委員】 

これが第４次計画となると、変わったかたちで載せられるということですよ

ね。 

 

【事務局（山本）】 

そうです。 

 

【太田委員】 

基本理念が新しく「すべての」に変わっていますが、そこの意図するところを

もう少し教えていただけますか。 

 

【事務局（谷次）】 

先ほどもお話しさせていただいたのですが、基本理念の「すべて」は、誰一人

として取りこぼすことがないようにと、全ての子どもがという意志を持って付

け加えさせていただいた言葉でございます。ですから、こちらの発達支援の必要

な子、それからいじめとかに遭っている不登校の子、そういった方も含めて「す

べて」という気持ちでこの言葉を付けさせていただきました。 

 

【太田委員】 

言っている意味はよく分かりますが、あえて「すべて」と入れたとしたら、こ
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の基本目標とか施策の中で、そこを強く意図されていると感じる項目を何か出

したほうがいいのではないでしょうか。 

あと、基本目標の３番の①「子どもの成長に応じた発達への支援と教育の推進」

とありますが、ここの「成長」と「発達」という言葉はどういった使い分けをさ

れているのですか。 

 

【鎌田委員】 

「子どもの年齢に応じた」ではどうですか。 

 

【箕輪会長】 

一人ひとりの子どもによって発達の状況が違うので、年齢で簡単に決めるも

のではないと思いますので、「発達」にするのか、「成長」するのか、似たような

言葉として使われはするのですが、ニュアンスは多少違う部分があると思いま

す。 

 

【事務局（山本）】 

庁内でかなりここの言葉をいろいろ検討したところ、いろいろな言葉が混じ

りすぎてしまったかもしれません。 

 

【鎌田委員】 

「子どもの独自性に」とかそういう感じでも。 

 

【事務局（谷次）】 

ここの部分は事業体系を見ていただくと分かるのですが、療育関係の事業が

並んでいる部分で、まず「療育」という言葉がちょっと分かりにくいのではない

かというようなこともありまして、それとそういった特別な支援が必要な子ど

もも普通級に行っている子どもも、すべてを対象にしたということを意図して、

この文章を作ったのですが、あまりうまく伝わらなかったようですね。 

 

【箕輪会長】 

だとすると、「子どもの発達への支援」というふうに「発達」という言葉の中

に収めていくというのも一つなのかと。「教育の推進」というところと「発達支

援」というところは、「と」でつないでいるのですが、ここの「発達への支援」

というのは、どちらかというとこの３の①のアの部分になって、「教育の推進」

というのはイ・ウのところに当たると考えていいですか。それともトータルに考

えていくというような。どういう考え方で作られているのかということに寄る
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かと思うのですが。 

 

【事務局（山本）】 

発達支援の部分については確かにアがメインになっているのですが、ウのと

ころにも少し入り込んできているような状態にはなっています。ただ、ちょっと

所管課の意向もあり、学校教育以降は分けたいというような意見もあったので、

アでは発達支援も含めて切れ目ないというところを特出しして、イ・ウはそれ以

降の学校教育と絡めた支援も含み、というようなところにはなっているのです

が。 

 

【箕輪会長】 

両方入れてしまうと、成長に応じた発達という言葉はちょっと分かりにくい

かなと思います。発達心理系の教科書だと「成長・発達」とか「成長発達」と書

かれることがありますが、どこに重きを置くかによって変わるかなという気が

します。今のこの感じだと、発達の方というような感じです。 

 

【伴委員】 

「子どもに応じた」のは別にいいのではないかと思います。一人ひとりに応じ

たという意味で。子どもの状態ではなくて、その一人の子どもに対してその発達

を支援する、または発達を支援するのと発達するように教育するという。 

 

【箕輪会長】 

「子どもに応じた発達の支援と教育の推進」の成長を削除するといったよう

な。 

 

【伴委員】 

アのところにいくと「切れ目ない教育と支援」の順番が逆になりますね。どち

らかというと、施策自体は小学校に上がってもずっと今までの療育的な部分は

引き継がれていくということを言いたいのかなと思うのですが、ただそうなっ

てくると、学齢前と後が施策としてもきっちり分けられてしまっているので、

「切れ目ない」のところがあまり強調されていません。そこが一番問題になって

いるのではないかなという気はします。小学校と中学校が一貫になりましたと

いうのはそこに入っていて、小学校から中学校への時のギャップというのはあ

るのですが、小学校に入る時のギャップについては就学相談だけしか入ってこ

ないのでしょうか。 
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【事務局（谷次）】 

頭に、「幼稚園・保育園・認定こども園・小学校の連携」というのもあります。 

 

【伴委員】 

やはり、切れ目のないのは支援じゃないとおかしくないですか。教育は、それ

ぞれに応じて幼稚園・保育園・小学校・中学校という教育があるので、上がって

いったとしても支援はずっと続きますよ、の方が言っている内容には合うよう

な気がします。 

 

【箕輪会長】 

「教育は切れ目がない」というよりも、どちらかと言うと、切れ目がないとい

う意味が一緒になってしまうかもしれませんが、「接続」という言葉が使われる

ように「連携」というよりも「接続」というように、新しい学習指導要領でもな

ってきています。そう考えると「切れ目ない教育」というのは、少し違うかもし

れません。そういう意味で、この２つはもしかするとイのほうの中で、乳幼児期

に培われたものが次に接続されていくための連携とか、学力という言葉を幼児

に使うのが適切かは分からないのですが、どちらかと言うと小学校とか学力と

いうニュアンスは今だんだん変わってきて、幼児から学びの面がちゃんとある

というところが言われているので、それを考えた時にイのところに小・中・高の

ことしか入ってこないよりは、この「切れ目ない教育」に入っている幼・小の連

携とかも小・中の方はイのほうに入ってもいいのかなと思いました。逆に発達の

支援のところは、しっかりと切れ目なく乳児からずっと続いていくというとこ

ろが強調されてもいいかもしれません。 

 

【事務局（山本）】 

では、そのようなところでこういう意見が出ましたというところを踏まえな

がら、修正する方向で検討させていただきたいと思います。 

 

【会田委員】 

基本目標の２番の基本施策で、急に「予防接種の充実」という具体的な事業名

が出てきますが、これはどうしたのかなと思いました。最初は子どもだけと考え

たのであれば、「親と子の健康づくりの推進」のほうに挙げられる、例えばフッ

素洗口といった事業もどういった経緯で具体的に「予防接種の充実」という所を

特記したいのですが。 

 

【事務局（谷次）】 
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ここもかなり議論したところなのですが、ここは主に健康づくり支援課の事

業がまとまっている部分でして、最初、休日診療所とか小児救急医療整備事業等

もこちらのほうに含めて、「医療体制の充実」といったように私たちは考えてい

ました。 

 

【会田委員】 

それだったら、もう無理に分けなくてもいいのではないでしょうか。それか、

もしくは親子で対象となる事業と、子どもだけ対象となる事業で分けた方がは

っきりするのではないかと思いました。 

 

【事務局（谷次）】 

分かりました。もう少しその辺も、もう一度担当課と検討していきたいと思い

ます。 

 

【増田委員】 

先ほどの、計画書の中の対象者が誰かということがずっと引っかかっており、

「すべての子どもたち」という話を聞いて思ったのは、総合計画の対象を誰にす

るかということを明確にするのではなく、法律によって児童福祉法だとか学校

教育法だとかうんぬんと子どもの定義というのはまちまちなので、「子ども・子

育て会議の中の“子ども”とはこういうものを言います」というようなことにし

た方がすっきりするかと思います。 

 

【事務局（山本）】 

分かりました。ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

他にいかかでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

目標以外の健康づくりのところで、前回は４項目から５項目に分かれていた

のですが、これが今回は２つに省略した意図は何でしょうか。 

 

【事務局（山本）】 

前回は、例えば１歳半検診や３歳児健診であったのを、それぞれ事業としては

１つ、1 歳半健診で歯科もやりますし、全体の健康のチェックもするというとこ

ろで、検診はそのようにやっているのですが、それを現計画では、歯科と健康と
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いうところで、かなり実際にやっている事業をそれぞれ２つ・３つの分野ごとに

分けて掲載していました。 

なので、分けようとすると歯科とか食育で分けられたのですが、実際にやって

いることとしては検診の中で一体としてやっているので、分けていたことが不

自然ではないかという話があって、特に母子保健の部分というところは親も一

緒にいて、一体でいろいろなところを見ていくという側面があるので、そこをむ

りやり分けることを今回は止めました。それで、今まで分かれていたところをや

っていることに沿って、一本にまとめていきました。そうなると、それぞれの分

野に分けすぎると入らなくなってきてしまうということがあったので、そもそ

も保健センターのほうでは身体面だとか、食生活の部分の指導だとかというと

ころを全て健康づくりとして、一体として考えているという話があったので、そ

の辺りを一つにまとめたという経緯があります。会田さんからご意見があった

予防接種というのが、庁内でもちょっとおかしいのではないかという意見があ

ったのですが、そういった経緯で５つが２つになったということです。 

 

【鎌田委員】 

５つが多いということであれば、それを３つとかにすることは可能でしょう

か。 

 

【事務局（山本）】 

事務局の方でも試みたのですが、なかなか難しいというお話がありまして、例

えばフッ素の辺りのお話も先ほどありましたが、歯科のほうだけ特出ししては

どうかとかいろいろ案を出したのですが、なかなか難しくてこういうかたちで

お出ししました。 

 

【鎌田委員】 

分かりました。 

 

【箕輪会長】 

他にいかがでしょうか。 

 

【伴委員】 

事業をどの言葉で集めていくかというような考え方になるので、今までやっ

ていたものをどういうふうに並べ直しているかという観点からすると、先ほど

の「すべての」というところに入るのではないかと思われた、国際交流といった

ところが抜けてしまうのでしょうか。外国にルーツを持つようなお子さんにつ
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いての支援といったような事業というのはあるような気もしますし、でも少し

弱いのかなといったような部分も。本当は事業としてやられているのだけど、き

ちんと固まっていないからこの中には組み込まれてこないのかなと。 

 

【事務局（山本）】 

事業としては３の（１）のウに入っています。教育研究所で子どもや学校その

ものへの支援をやっている中で、通訳の派遣だとかというところに入ってきて

います。なので、この「学びへの支援」というところに含まれているというとこ

ろなのですが。確かに、国際的なところでいろいろな背景を持つ子どもがいてと

いうところで、そこだけに特化した動きというものはなくて、今までやっている

中で、そこに向けてやっているという側面はあるのですが。 

 

【伴委員】 

「一人ひとりに合った学びへの支援」という中の、これを見るとあまり事業と

して、言われたようなことは読み取れる事業ではないと思います。その上の「国

際理解教育の推進」というものの中には、ではそういうことは入らないのかとい

うようなイメージです。 

 

【事務局（山本）】 

こちらは、学校の中での教育として国際理解教育を推進するというところで、

ウのほうに入っているのは個別にそういった背景を持つ子どもに支援をしてい

くという、確かに分かれて書いています。 

 

【鎌田委員】 

私が思っているのは、学校の中での国際教育とはまた違って、本当に日常生活

の中での国際交流とかその部分なので、普段の生活の中である意味、日本人と外

国人との交流を前面に出してもらいたいということがあります。大人が絡むの

ではなくて、本当に子ども同士でやったほうが結構いろいろ学ぶ物が多いと思

うので、日本から海外に行って勉強したり、外国人が日本に来たり、といった国

際交流をちょっと考えてもらいたいというふうには思います。 

 

【伴委員】 

今まで、そういう事業はあまりないということですよね。 

 

【増田委員】 

ないと言いますか、それが本当に必要なのかという気もします。高校までいけ
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ばありますよね。 

 

【鎌田委員】 

印西のほうだと印西国際研修センターや国際交流協会とか、そういうのはあ

るようです。その辺は、ホームページで調べないといけませんが、やはり、そう

いったものが我孫子にもあるといいなと思います。高校以上だと、我孫子高校等

でも留学を受け入れているということがあるようなので、それをもうちょっと

若い小学校・中学校の方が学ぶものがすんなり入ってくると思うので。 

 

【増田委員】 

でも現実、イメージとして小学生が留学するのでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

親子留学とか、私は個人的によいと思いますが。 

 

【増田委員】 

現実問題、親子で行くことは不可能ではないですか。金銭的な問題ではなくて。 

 

【太田委員】 

我孫子の国際交流、私が指導課と提携して、各小学校 13 校に６年生対象に、

留学生が先生という事業をやっています。そこで、筑波大等の大学院生等が６年

生の各クラスに入って、２コマですよね。例えば、中国とブラジルの３人来たと

したら、２コマ見られるということをやってもらっていますが、英語が今度小学

校５・６年生の教科になるので、我孫子市がこういった施策を本当に打ち出すの

か、流れだからやるのか、特色を出すのが市の考えなので何とも言えませんが。 

 

【事務局（山本）】 

４章の中の話になってしまうのですが、現在、今の計画ではそれぞれの事業に

ついての取り込みがあまり載っていないと思います。それぞれが基本計画・基本

施策の下、何をやっていくのかという所を詳しく皆さんに伝わる様に出来たら

良いと思います。事業として統合するといったことをしているのですが、その中

でどういうふうにという、視覚的に見えるものではないかもしれませんが、国際

交流の部分については分かれてしまったり、市でなかなか取り組めなかったり

しても、今やっていることは伝わるようにしていきたいという考えではありま

す。 
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【箕輪会長】 

そうですね。書いていただく時に、多分この下に更にこの事業があるので、そ

こが見えるようにしていただくと、多分国際理解教育と言っても英語の授業と

いったようなものもあれば、交流を持つという取組もあります。取組のレベルな

のか、事業のレベルなのかということにもまたよるのですが、多分何がなされて

いるかということが見えるように書いていただくと、こちらは理解がしやすい

と思います。また、今の国際の話はやはり、教育の話と支援の話は分けて考えて

いったほうがいい部分ではあるので、その辺りを見える化していただけるとよ

ろしいかなと思います。 

あと、見えてほしい部分が教育・保育という点で、子育て支援としての保育、

幼児教育というものの量の確保はできているので、質をどうやって量っている

ところがずっとここの中で考えていただきたい部分なので、そこの質の確保を

どう考えているかという点も見えるように検討していただけたらありがたいと

思います。 

 

【会田委員】 

外国にルーツを持っている子どもについての話がありましたが、このご時世

だと、ＬＧＢＴの子どもに対してはどういったところで、サポートや支援といっ

たところはどうなのか気になるのですが、これは３番の「一人ひとりに合った学

びへの支援」の中の「教育・発達相談事業」といったところでカバーするのか、

考えを教えていただけますか。なかなか表立って聞きにくい問題ではあると思

うのですが、例えば「中学生に上がったら制服はスカートではなくてズボンがい

い」という気持ちがあって葛藤している子もいるかもしれないと、親としては考

えてしまいます。そういったところをどういったところでくみとってあげられ

るのかというところが気になるのですが。 

 

【事務局（山本）】 

制服のお話については分からないのですが、実際、私の子が通っている保育園

の先生方の認識というのは、性差なく発言してくれるような実感はありますし、

あとは申請書の中で男女の別を必要のないものについては「除く」というような

ことで、変化というものは庁内でも出てきています。ただ、まだ４章の作り込み

の作業を進めているところではあるのですが、私たち事務局も、それぞれの事業

の取組がどの程度なのかというところまでは見えていない部分がありまして、

ＬＧＢＴの配慮というところで、どこかが一括して何かトータル的な支援を考

えているところがあるのかというところが、まだ勉強不足な部分があって分か

らないので、先ほど出た国際的な背景の子や「すべての子ども」といった時に、
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考えられるものについては中身で見えるように出来る範囲でしていきたいと考

えております。 

 

【太田委員】 

「すべて」という言葉を通して入れたということだとしたら、新しく作り直す

としたら、今の委員がおっしゃったＬＧＢＴ、学校の教育の中で必ずそういう子

がいると昔の話で分かっていましたから、どこかにそういう子に対する配慮だ

とかを折り込まないと、そういう子の親が「我孫子市はどこが反映しているので

すか」となった時に、「そうですね」と結局受け身になる、変える時にやはりそ

ういう言葉も入れて、「今後対応していきます」というような姿勢が市としても

大事なのではないかと考えます。 

 

【事務局（谷次）】 

その辺も含めて、事務局の方で再度検討させていただきたいと思います。 

 

【箕輪会長】 

よろしくお願いします。それでは、議題２「次期子ども総合計画」４章から５

章について、事務局から説明お願いします。 

 

 

（議題２）次期子ども総合計画４章～５章について 

 

【事務局（山本）】 

「資料５」の説明 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。以上のご説明について、何かご質問等ございますか。

よろしいですか。 

では、次に議題３「子ども・子育て支援事業 量の見込みについて」説明をお

願いいたします。 

 

（議題３）子ども・子育て支援事業 量の見込みについて 

 

【（株）名豊・小池】 

「資料６」、「資料７」の説明 
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【阿部課長】 

今、ちょうどご説明いただいていた資料７のｐ２の「ショートステイ」と「日

帰り及びトワイライトステイ」の「量の見込み」の数値の上下が逆になっていま

す。 

 

【事務局（名豊）】 

そうですね。申し訳ございません。 

 

【事務局（山本）】 

「資料７」の訂正についての説明 

 

【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・ご意見のある方いら

っしゃいますでしょうか。よろしいですか 

       

（議題４）ニーズ調査報告書（案）の報告 

 

【事務局（谷次）】 

「ニーズ調査結果報告書（案）」の確認と「資料９」の説明 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。以上のご説明について、何かご質問等ございますか。

よろしいですか。 

 

（議題５）その他 

 

【箕輪会長】 

では最後に、（５）その他で何かございますか。 

 

【事務局（山本）】 

次回の子ども・子育て会議が４章の審議をしていただくことになります。先ほ

どご説明しました日時から若干変わることもあるかと思うのですが、案を作成

しまして、また会議の１週間ぐらい前までには皆さまにメールでお示しするこ

とができたらと考えておりますので、ご意見を頂ければと思います。 

また、本日事前に見てきていただきまして、活発にご意見頂いたのですが、欠

席の方もいらっしゃいます。今日、この場で出せなかった意見については１週間
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ぐらい期限を設けさせていただきますので、メールでご意見提出していただけ

れば幸いです。またメールでご連絡を改めさせていただきます。 

 

【箕輪会長】 

最後に事務局から他に連絡はございますか。 

 

【事務局（谷次）】 

本日は長時間に渡りまして、貴重なご意見ありがとうございました。先ほど、

山本の方から申し上げたご意見お願いしますということなのですが、一応８月

４日の日曜日まで、とさせていただければと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

次回は第３回目の子ども・子育て会議となりますが、９月２９日、日曜日、午

前９時から行いたいと思います。会場は本日と同じく、こちらの西別館会議室で

ございます。議題といたしましては、今日ご審議いただきました第１章から第３

章までの修正報告、それから第４章の審議、子ども・子育て支援事業の量見込み

確保方策について協議してまいりたいと考えております。期日が近づきました

ら、また資料等を発送させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

事務局から以上でございます。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。それでは以上持ちまして第２回子ども・子育て会議を

閉会させていただきます。皆さまありがとうございました。 

 


