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令和元年度第３回我孫子市子ども・子育て会議 

 

 

１ 開催日時 令和元年９月 29日（日）午前９時 30分～ 

 

２ 開催場所 我孫子市役所西別館４階会議室 

 

３ 出席者 

（委員） 

○箕輪会長、○伴副会長、○水野委員、○間弓委員、○鎌田委員、○会田委員、 

○菅原委員、○増田委員、○太田委員 

（市職員） 

森子ども部長、星子ども部次長兼保育課長、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、㈱名豊・糸魚川 

 

４ 議題 

（１）１章～３章の変更点について 

（２）４章について 

（３）子ども・子育て支援事業量の見込み・確保方策について 

（４）子ども部各課からの報告 

（５）その他 

 

５ 配付資料 

・資料１ 用語の整理について 

・資料２ 計画書１章～３章 

・資料３ 計画書４章 

・資料４ 計画書５章 

 

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３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、ありがとうございま

す。子ども支援課長の荒井です。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。 

なお、本日の会議は、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。 
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事務局お願いします。 

 

【事務局（谷次）】 

（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。 

 

【箕輪会長】 

おはようございます。今年度の会議も今日が３回目になりました。計画の策定も

山場に入っています。今日は特に計画の１章から４章については、本日の会議でほ

ぼ固めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

本日の傍聴人の方はいらっしゃいませんので、ご報告いたします。 

それでは、次第に沿って進めます。 

 

（議題１）１章～３章の変更点について 

 

【箕輪会長】 

まず議題１、「次期子ども総合計画１章～３章の変更点」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１に基づき用語の整理について説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。ただいま用語の統一について説明がありました。何かご

意見等ございますか。 

 

【増田委員】 

資料１の裏面の４番に、併記する場合は「幼稚園、保育園、認定こども園等」と

記載するとありますが、「等」とは何を指しているのですか。 

 

【事務局（山本）】 

小規模保育所などになります。 

 

【増田委員】 

幼稚園、保育園、認定こども園の記載の他に、他の施設も含まれているというこ

とが前段にあるということですか。 

 

【事務局（山本）】 

そういう意味合いになります。 

 

【増田委員】 

この定義の中に「子ども」の定義がありませんが。 
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【事務局（谷次）】 

こちらは次の議題で説明させていただきます。 

 

【箕輪会長】 

よろしいでしょうか。続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２に基づき１章～３章の変更点について説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。今の説明についてご意見ご質問等ございましたらお願い

いたします。 

 

【増田委員】 

９ページの（２）計画の対象について、「なお、この計画でいう子どもは、18歳

に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者のことを指します」とあります

が、簡単に言うと高校生までだと言っているのと大きく変わらないのではないかと

思います。簡単でわかりやすい表現の方が良いのではないですか。法律的に 18歳ま

でとか、３月 31日までとかいうよりも、子ども・子育て会議の中の「子ども」とい

うのは高校生までという表現をしたほうが理解しやすいと思います。いかがでしょ

うか。 

 

【事務局（谷次）】 

「18歳に達する日以後の…」という表現は、子ども・子育て支援法の定義を引用

しています。 

 

【増田委員】 

法律の定義はそうですが、その法律の定義通り表現する必要があるのでしょう

か。「18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者」をもっと噛みくだ

いて言うと、単に高校生でいいのではないかと思いました。 

19歳や 20歳の高校生もいますけどもあくまでも例外的であって、この計画の中で

はその方たちも子どもとして扱ってもよいのではないでしょうか。 

 

【事務局（谷次）】 

高校に行っていない方もいるのではないでしょうか。 

 

【増田委員】 

高校に行ってない方は内規として、高校生相当の年齢なので該当しますという扱

いにしてもいいと思います。表現はわかりやすいほうがよいと思います。 

 

【鎌田委員】 

１つ質問ですが、なんでそこまでこだわるのですか。 

 

【増田委員】 



4 

 

「18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者」と書かれていてすぐ

理解できますか。 

 

【鎌田委員】 

理解できます。 

 

【増田委員】 

理解できる人は良いですが、理解できない人にもわかりやすくする必要があると

思います。 

 

【鎌田委員】 

そこまでこだわる理由がよくわかりません。 

 

【増田委員】 

この計画書はこれから何年間も使うので、慎重に分けた方がよいかと思いまし

た。 

 

【事務局（谷次）】 

他の方はどうでしょうか。 

 

【増田委員】 

法で決まっているのであれば、それで良いのではないでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

法的に決まっていることをそのまま引用しなくても良いのではないですか。書類

を見て高校３年生までだなとすぐ理解できれば良いのではないでしょうか。 

 

【増田委員】 

66ページのところも、法律に基づいて結局は法に基づいているわけで、だったら

良いのではないかと思います。 

 

【太田委員】 

私も学校の現場にいた当時に、市内でも６つの中学校で数名、中学校卒業して働

く生徒がいました。そういうことを考えると高校生ではないこともあり得るので、

そこは慎重にした方が良いと思います。 

 

【伴副会長】 

働くことだけではなく高校には行かずに引きこもってしまうことも含めて考える

と、中学校卒業後の進路は今後多様化すると思います。高校生ということにして 18

歳の３月 31日までということにせず、19歳 20歳の高校生も含めるということにす

ると我孫子市として子どもというのは何歳でも高校に入っていればというように、

新たな解釈をするのかという大きな変更になるのではないかという気がします。 

逆にいうと高校に行っていなくても何らかの形で社会と関わろうとしたり、高校

相当の各種学校なども出てきたりしているので、ここは法律めいた言い方ではあり

ますが、年齢で制限をしているという枠はきちんとしておいた方が良いと思いま
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す。その年代に行かなかった人をどうするのかという考え方で、いろんな人を排除

しないという考え方からすれば、その方が良いのではないかと思います。 

 

【箕輪会長】 

いかがですか。 

 

【増田委員】 

みんながこれでいいよということであれば異論はないです。 

 

【箕輪会長】 

子どもの定義はこの通りでお願いできればと思います。それ以外の点についてご

意見ご質問などございますでしょうか。特に前回皆さんに見ていただいて、変更点

が網掛けで示されていますが、そこが適切に表現されているか、全体を通して不自

然な表記がないかというようなところについてご意見がございましたら教えていた

だきたいと思います。 

 

【伴副会長】 

変更点ではなく、30ページの囲みのところですけども、この囲みは 1段上ではな

いですか。 

 

【事務局（谷次）】 

囲みがずれています。就労している人は一番上からになります。申し訳ありませ

ん。 

 

【箕輪会長】 

いかがでしょうか。それでは、また何かありましたら事務局へお伝えいただけれ

ばと思います。 

 

（議題２）４章について 

 

【箕輪会長】 

続いて議題２、「４章について」に移ります。事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（谷次）】 

（資料３に基づき４章について説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。こちらは今回大事なところになりますので、お一人ずつ

ご意見いただけたらと思います。少し時間を取りますのでご覧いただいてお聞きし

たいと思います。太田委員からお願いします。 

 

【増田委員】 

メールで送っていいただいた資料と同じであれば特にありません。 

 

【菅原委員】 
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特に意見はなく、読みやすいと思いました。 

 

【会田委員】 

特にありません。 

 

【鎌田委員】 

11ページ幼児健康診査の指標は、５歳児の健康診査の受診率のみになるのです

か。 

 

【事務局（谷次）】 

この事業は、法律で定められた健康診査と市独自に行っている健康診査をまとめ

て 1事業としています。指標で掲げました５歳児の健康診査は我孫子市独自で行っ

ているものです。それを指標にしたらどうかということで、こちらに掲げさせてい

ただきました。 

 

【鎌田委員】 

現計画で指標となっている２歳８か月健診などは指標から外すということです

か。 

 

【事務局（谷次）】 

５歳児の健康診査の受診率で代表させてはどうかということです。他の年齢は法

定事業であり、やって当たり前というところもありますので、市独自の検査項目を

指標にしたということです。 

 

【鎌田委員】 

それで特に問題は発生しませんか。 

 

【事務局（山本）】 

子ども総合計画と横並びの健康づくり分野の計画として心も身体も健康プランが

あり、母子保健分野も含めて進行管理をしています。健康診査の部分については、

そこで一つずつ指標が設定されているのです。本計画上の全ての事業に指標を載せ

るかどうかについては庁内でも議論しましたが、複数の計画で同じような進行管理

を行うとなると、どちらも指標ばかりになり見えづらくなるということから、本計

画では健康診査の中でも市独自事業をピックアップしたという経緯です。 

 

【鎌田委員】 

他のところできちんと指標管理はできているということですか。予防接種も同じ

ことですか。 

 

【事務局（山本）】 

その通りです。 

 

【間弓委員】 

特にありません。前回議論したことを加筆修正していただいて見やすい計画にな

っています。 
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【伴副会長】 

基本目標別の成果指標というのが、どういう位置づけになっているのかというこ

とがわかりにくいと思いました。例えば表の見方や章全体の見方、指標というのは

こういうもので、指標がないというのはどういう意味なのか、基本目標別の成果指

標というのがどういうものかということがわかると読みやすいと思いました。基本

目標一つ一つについて、市民の意見や参加者のニーズを全体として捉えた指標だと

いうことがどこかでわからないと、何の事業の評価指標なのかということになって

しまう気がします。 

 

【事務局（谷次）】 

事務局の方で再度検討させていただきます。 

 

【伴副会長】 

ライフステージ別の支援策のところも切れ目ないという意味で、「こういう時期

にはこのようなサポートもあります」というようなものがあれば見やすくなると思

います。 

 

【太田委員】 

コラムや写真もあって非常に見やすいと思います。 

17ページの「幼保小連携と小中一貫教育の推進」というところで、このコラムの

下から２行目に「令和元年から全中学校区において、小中一貫教育が完全実施とな

りました。義務教育９年間の連続した学びと、小中学校の協働を通して、子どもた

ちの成長をつないでいきます」とありますが、学校現場の管理職でないとわからな

い表現だと思います。 

私が学校教育課に在籍していた時に、小中一貫教育の実施に向けて、教育長や教

育委員会の皆さんと、全県下で小中一貫をおこなっている奈良県に視察に行きまし

た。例えば奈良市のある学園は、小中学校が同じ職員室で、実際に中１は７年生、

中２は８年生、中３は９年生になります。 

我孫子市の場合は小中一貫といっても施設分離型で、我孫子カリキュラムで、道

徳や英語などのカリキュラムで９年間をつなぎますという意味になります。これを

初めて見た保護者は、「我孫子市は小中一貫完全実施なんだ」と理解するので、こ

こを書くとしたらもう少しでプラスアルファの要因も加えてあげると読みやすいと

思います。 

 

【事務局（谷次）】 

指導課と再度協議いたしまして、もう少し詳しくわかりやすくなるよう検討した

いと思います。 

 

【箕輪会長】 

他の部分でいかがでしょうか。 

基本施策（２）、幼児教育と保育サービスの充実のところで、「保育の受け皿を

支える保育人材の確保や保育の質の向上に向けた取り組みを推進し、親の保育ニー

ズに応じた多様な教育・保育サービスを確保します」という部分が、推進すること

で多様なニーズに応じた教育・保育サービスを確保するという意味なのか、それと
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も質の向上に向けた取り組みを推進するとともに親の保育ニーズに応じた多様な教

育・保育サービスを確保するのか、というどちらなのかが読み取れません。前者の

推進した上で多様なニーズに応じた教育・保育サービスを確保するという話になる

と、子どもの視点が抜けていて、親の視点のみになるという感じがします。もし可

能であれば「推進するとともに」という表現に変えていただけると、子どもの視点

と保護者の視点の両方が入ってくるのではないかなと思います。 

それから、「教育・保育サービス」となっているのですが、上の基本施策のとこ

ろに合わせて、「教育と保育サービス」という表現にした方が良いと思いました。

なぜ「と」を入れるかというと、教育はサービスではないからで、「教育・保育サ

ービス」ということになると、教育もサービスだと読めてしまうので、そこはきち

んと切り分けた方が良いと思います。 

 

【事務局（谷次）】 

「推進するとともに」という表現、また「教育と保育サービス」という表現につ

いて、保育課と協議させていただきます。 

 

【箕輪会長】 

サービスという言葉を入れるか入れないかについても、「教育・保育」にするか

「教育と保育サービス」にするか、どちらが我孫子市の考え方としてふさわしいの

かを検討していただきたいと思います。保育サービスということになると、どちら

かというと「保護者に対してどう支援するか」という視点の方が強くなっていくと

思います。子どもに視点を当てるとサービスというよりも、児童福祉法では養護と

教育を一体的に行うものが保育であると定義されていることを考えると、サービス

を抜いて「教育・保育」にするか、どちらの考え方で我孫子市が行くのかというこ

とになってくると思います。 

 

【事務局（谷次）】 

検討させていただきます。 

 

【箕輪会長】 

他に何かございますでしょうか。ここまですごく丁寧に作成していただいて、い

ろんな方が読んでも、このように進めているのだなということが、前回のものより

もわかりやすく見やすく書かれているものになったことに感謝申し上げます。 

では今日出されたご意見などを反映させて、訂正いただけたらと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

（議題３）子ども・子育て支援事業量の見込み・確保方策について 

 

【箕輪会長】 

次に議題３、「我孫子市子ども・子育て支援事業事業量の算出」に移ります。事

務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（谷次）】 

株式会社名豊の糸魚川さんから説明をお願いします。 
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【事務局（糸魚川）】 

（資料４に基づき子ども・子育て支援事業量の見込み・確保方策について説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございました。以上の説明についてご意見、ご質問などございました

らお願いいたします。 

 

【鎌田委員】 

37ページの７、基本指針に基づく任意記載事項のところに平成 37年３月となって

います。 

 

【事務局（谷次）】 

 訂正します。 

 

【箕輪会長】 

他にいかがでしょうか。 

 

【会田委員】 

10ページの「企業主導型保育事業」とはどのようなものか教えていただきたいと

思います。 

 

【星次長】 

企業主導型に関しては、病院などで院内保育として従業員のための事業所を認可

外施設としてこれまでも整備してきたのですが、それに加え、さらに事業所内保育

所を拡充した場合に企業主導型保育事業と言って新たな国の制度が確立され、国が

保障していくという事業になります。考え方としては事業所内保育所ということに

なります。 

 

【会田委員】 

会社の福利厚生でまかなわれているような施設が対象になるのですか。 

 

【星次長】 

そのような施設の中で、地域枠を設けている事業所内保育所、企業主導型がある

ので、この計画上、表の中に入れさせていただいてます。 

桃山公園の隣に企業主導型保育事業所ができましたが、そちらに一部地域枠を設

けているという報告を受けたので、その人数を計上するかどうか調整をしていると

ころです。 

 

【箕輪会長】 

太田委員、お願いします。 

 

【太田委員】 

８ページです。人口見込で今の 18歳が 1,281人、０歳児が 775人と約半分に減る

という表があります。我孫子市内に小学校 13校ありますので、700人とすると１学

校約 50人になります。 
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３ページの図にある地区に関して、学校関係者ではいろいろな部分で我孫子市は

西高東低と言われています。我孫子地区・天王台地区は子どもの数が多い一方、湖

北地区・新木地区・布佐地区に関しては学級数が少ない。このことを教育委員から

も指摘を受け、研究テーマに取り組んでいただいたりしてきました。 

８ページの表で市全体はわかるのですが、地区によって非常に差がでると思いま

す。布佐地区や湖北地区はこれまで以上に子どもが減り、今までやってきた学童保

育、放課後対策、あびっ子クラブなど、我孫子地区・天王台地区と同じレベルでサ

ービスやサポートが維持できるのかということが、地域別に分けるとさらに顕著に

なるのではないかと思います。 

私も学校教育課に在籍していた時に、合併して統廃合した学校について実際見に

行って担当者に話を聞いたことがあります。準備・説明をして、猛反発がありまし

たが、市の予算の都合で統廃合せざるを得ないという現状をいくつかの市に聞きに

行きました。お金があるないだけではなく、地域の拠点でもあるし、ＯＢ・ＯＧの

方もたくさんいますので、統廃合は大変なことで簡単な問題ではないということを

感じました。 

我孫子市は西と東では全然違うということは常識の世界ですから、５地区で分け

て出していただけるのか、その場合に市としてはどこまで書けるのか、不安材料に

なると思うのですが、どの程度捉えたものを出すのかということが問題です。 

 

【事務局（谷次）】 

３ページに現状として、地区ごとの児童数をグラフもしくは表を掲載しようと考

えていますが、太田委員のご質問は５地区の将来人口を載せた方が良いということ

ですか。 

 

【太田委員】 

そこが市の意図でもあるのでしょうが、布佐地区と湖北地区の保護者は学校に対

して、単学級ということで選ばないのです。当時の教育長は教育委員会としても南

新木は布佐南小学校に行くようにと言っています。しかし、親の本音としては、親

同士・子ども同士でトラブルがあった時に２～３クラスあれば、来年度は別のクラ

スに行けるかもしれないが１クラスだと何かあってもそこしかない、布佐南小学校

は単学級で６年間同じクラスになるので、みんな新木小に行きます。そうすると新

木小は維持できるのですが、布佐南小はますます減っていくことになります。 

８ページを見ると漠然としたことはわかりますが、５地区に分けると状況が顕著

に出るので、個人的にはきちんと説明した方が良いと思います。 

他の委員のご意見も伺いたいところです。 

 

【事務局（山本）】 

太田委員のご意見はまさしく市の課題で、保育園や学童の整備に大きく関わって

くるものです。その辺りの動向をどのように捉えてどのようにしていくかというこ

とが検討中であり、今現在、保育と学童の方で調整中となっているということで

す。 

ここは整備にも関わってくるので、何がしか触れた方がよいということで地区ご

との特徴を記載しているのですが、実はここは初め、現計画にも載っているとお

り、基本構想の地区ごとの紹介を載せることで検討していたのですが、そういうこ

とではなく、子ども総合計画の中では、現状の児童数や今後その地区がどのように
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なっていくかという特徴を書いた方がいいだろうという議論になりました。具体的

にどういう数字を入れるのかということはまだ調整中です。 

課題としては大きな課題ですので、どこまで入れられるか書けるかということは

わかりませんが、何がしか触れて行きたいと考えているところです。 

 

【太田委員】 

私は今、湖北地区公民館に勤めて３年経ちます。３年前、私が館長になったとき

に、市長と協議して「コホミン」という愛称を公募したり、夏休み宿題お助け教室

や寺子屋コホミンなど共催で行ったりしました。そうすると根戸小学校や我孫子第

三小学校の児童が来てくれます。我孫子地区や天王台地区の子どもがわざわざ車と

かで湖北まで来てくれます。昔は中学校など部活が盛んだと、大規模校は何でも強

く、みんな越境してまで我孫子中、白山中に行きたいと言います。要は東から西へ

行くという傾向がありました。それではいけないということで自分に課しているの

は、我孫子地区や天王台地区の子どもたちに、なんとか湖北の方に来てもらうとい

うことです。 

子どもがここまで減ってくると打つ手がどこまであるのかということが非常に懸

念されます。市の施策も大事ですが、数値をどこまで出すのか、そこまで脅す必要

はないと思うのか、私たち子ども・子育て委員として、わかっていて出さない方が

いいのか出した方がいいのか、テーブルに乗せていただきたい大きな問題だと感じ

ています。 

できれば他の委員のご意見も聞きたいと思います。 

 

【箕輪会長】 

今の太田委員のお話について、何かご意見いただけたらと思います。いかがでし

ょうか。 

 

【増田委員】 

太田委員のご意見はその通りで、我孫子市子ども会育成連絡協議会の子ども会数

でも東の方は学校ごとにいうと一桁で、湖北小地区には協議会に所属する子ども会

というのは１つしかありません。そうすると行事は成り立ちません。西の二小ブロ

ックが一番盛んで、それに続いて三小ブロックになり、西と東でかなり違っていま

す。市内全体で見ると段々減ってくるということですが、地域別にみると西の方は

減少傾向が大きくて、東の方は減少傾向が小さいと感じています。それをどのよう

にしていくかということも大事ですし、市民の方にお知らせするかということも皆

さんのご意見を聞いて検討したいと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。菅原委員、いかがでしょうか。 

 

【菅原委員】 

そこまで深刻に考えていなくて、今は調整中になっているので出てきたところで

受け止めて、そこから改善していけばと思います。 

今、私の子どもは新木小学校の６年生なので、東側ですごくいい場所に住んでい

たのだと改めて思いました。今はそれ以上の意見が出てこなかったです。早急に考

えたいと思います。 
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【箕輪会長】 

ありがとうございます。会田委員、いかがでしょうか。 

 

【会田委員】 

我孫子市を東地区・西地区と分けて、それを小分けして枝番で分けて各地区の状

況を書くのも１つかと思います。最初に東部と西部というように分けておけば、

後々子どもの数が減って総合的に評価する時に東部はこうです、西部はこうですと

評価しやすいのではないかと思いました。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。鎌田委員、いかがでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

太田委員と同じで、書いた方が良いと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。間弓委員、いかがでしょうか。 

 

【間弓委員】 

人数については目に見えてわかっていることですが、小学校においては人数が少

ない故に良いところもあって、人数が多い小学校にいると学力などで小さいうちか

ら戦って行かないといけないという部分もありますが、人数が少ない小学校では手

厚い環境で子どもたちがずっと仲間でいるという良いところもあると思います。そ

ういうことを網羅して、我孫子市の良いところ悪いところではなく「良いところも

あるんだよ」ということを紹介できたらいいと思います。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。伴委員、いかがですか。 

 

【伴副会長】 

主にこの計画では、学齢期前のことや教育委員会のことが入っていますが、学校

教育の部分ではなく放課後の部分のことになります。そうすると提供区域の設定

は、実質法令上は市内全域が一圏域になってしまいます。 

例えば、幼稚園や保育園だとバスの送迎で西地区に住んでいても、東地区の保育

園や幼稚園に通わせるなど、保育園も保護者の勤務先の関係で自宅に近いところ選

ぶかというとそうでもなく、保育内容などを見て選んでいることもあるので、一圏

域でニーズに対する数が確保できれば良いという考えになると思います。 

小学校・中学校の設定というのはこの中で書くのかどうか、小学校・中学校の学

力であるとか、活動内容などをどれだけ書くのかということは、難しいところでは

ないかと思います。 

本来的に言うと、学校抜きにして子どもの生活は考えられないので、学校をどの

ように設定するのか、この学校をどのようにしていくのか、余った教室をどうして

いくのか、ということは教育委員会だけではなく、市全体として市長部局も含めて

考えていくべきだと思います。 
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太田委員のご意見のように、今後の人口推計や現在の児童生徒数がどうなってい

るのかということを、今この計画をつくっている段階でできるかと考えると厳しい

と思います。西地区の小学校の児童数はとても多いですが、割と多く問題になって

くるのが、小学校から中学校に上がる時に、交通が便利なので、どんどん私立中学

校に進学してしまうという問題です。小学校の時は多いけども、中学校のバランス

はまた違ってしまうこともあり、小学校から中学校に上がる時に小中一貫というカ

リキュラムだけでは対応できない部分も出てきています。 

学校教育とこの計画自体がどう絡んでいくのか、ここで書ききれないのであれば

「どのような方向性を今後見ていくか」というように課題として残すとか、「せめ

て現状こうなっているということを含めて次の計画を立てる時までにはこうしよ

う」というものが見えるようなデータは残した方がいいのかなという気はいたしま

す。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。 

 

【事務局（糸魚川）】 

説明が十分できなかったところがありますので補足させていただきます。 

２ページ目のところに入れさせていただいていますが、地区別の教育・保育につ

きましては５圏域ということで提示をさせていただきながら、地域子ども・子育て

支援事業につきましては、事業の性質上全市を一圏域として出させていただいてお

ります。特に病児保育などでは現在のデータから考えましても圏域設定というのは

なかなか難しいものがあります。 

教育・保育の５圏域を設定する段階で、先ほども、居住地と利用施設が圏域をま

たいでの利用というのももちろんありますので、そういったところからニーズ量が

そのまま区域の中で収まるようにするということは、なかなか現場難しいところが

あるのではないかと思います。実際にはより近くのところで預けたいという希望は

非常に高いと思いますので、そういったところから目安としてこの５圏域を設定し

ているということがあります。 

もう一つ、人口推計を圏域ごとに載せていくのかどうかということですが、実際

のところ非常に課題があります。先ほども若干触れておりますが、直近５か年の人

口の移動で、コーホート要因法というのですが、それを元に人口推計をしています

ので、例えば若干の住宅開発がされたりしますと、その変化率で人口推計をしてし

まうということになりますので、区域が小さくなればなるほど、変動率が非常に目

立ってしまうということがあります。ただ５圏域で量の見込みを出している以上

は、ここの人口推計をやっているというベースがありますので、それをこの計画に

載せていくのかどうなのかということについては、先ほどの委員のご意見の通りだ

と思います。 

 

【箕輪会長】 

太田委員、いかがでしょうか。 

 

【太田委員】 

今は子どもに限った議論ですが、私は新木の地域会議にも参加していて、先日議

題になったことは、買い物に行けないということです。私は南新木に住んでいるの
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で大型スーパーがあるので歩いて行けますが、駅から離れている人などは、買い物

が難しいということです。そうなると自治会に任せるしかないという深刻な問題を

グループトークで聞きました。そういう現状はそのような会議に出ていないと知ら

ない、また知らせられないと思いました。 

ここは子どもの事を話し合う場で、少子化だということは漠然とわかっているの

ですが、我孫子市の現状を突きつけられると、やはり子ども総合計画をつくる上

で、我孫子市が少子化対策で遅れないような抜本的な何かを考えていく必要がある

と思います。 

実際、私が学校にいた時も、ある女の子が「校長先生、引っ越しました」と言っ

てきて「どこに引っ越したの」と聞くと、「流山の大きなマンション」と言ったの

で、「４年間がんばったでしょ」と言うと「マンションが素敵だから」と言って引

っ越していきました。人の流れというのはそうやって集まるところに集まってしま

うと思います。 

 私が第一小学校にいた時に６年生が論説文を書くときに、同時アクティブラーニ

ングの研究指定校でもあったので、研究主任と話し合って、当時の青木副市長と話

をしました。我孫子市が「鳥の街として自然を一番に考えて発展していく街にして

ほしいのか、それとも工業を誘致していくのか」ということをお尋ねすると、市の

施策の根本なのでしょうけども、副市長は「それだけではないのだから」という回

答でした。 

そこで、我孫子野鳥を守る会の会長に来ていただいて「自然が大事なんだ」とい

う論点で言ってくださいとお願いし、市の企画財政の課長には「我孫子市は、人口

増やして発展していくためには、工業をもっと盛んにしていく」という観点で言っ

てくださいとお願いし、子ども達にはどちらかの根拠を選んで書いてもらいまし

た。そして良い作品を各クラスで選んで、最後は市長に提出しました。 

そうすると子どもたちは自分の考えを突きつめて考えないといけないので、「自

然が大事なのか、やはり発展していかないといけないのか」を真剣に考え始めま

す。少子化という部分について子どもなりに真剣に考えるように学校現場でも仕向

けて行くように努力してきたつもりでいます。 

長いスパンで見た子ども総合計画ですので、この計画書の中に何を盛り込むかと

いうことはすごく大事な気がします。 

 

【箕輪会長】 

よろしいですか、少し伺って。第５章の部分で子ども・子育て支援事業の国で決

まっているものというのがほとんどですよね。 

 

【事務局（山本）】 

第５章はほとんどです。 

 

【箕輪会長】 

そう考えた時に、先ほどの学校というところは、文章には「教育・保育」と書い

てありますが、ほとんどが就学前の子どもたちを対象にしていると考えた時に、こ

の２ページ、３ページの部分がここに載るのか、それとも先ほど皆さんで検討して

いただいた第４章に載せていくのかというところを、もう一度構成として考える必

要があると思います。 

今の太田委員や皆さんのお話を伺って、地域差というものはすべての施策に関連
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してくるもので、それを見ていく必要があるということになると、第５章だけの話

ではないと思いました。なので第５章についてはあくまでも国の事業ということ

で、今の人口推計に基づいて行っていかなくてはいけないので、地域別の人口予測

や今後考えていく上で参考にしていく部分というのは、第４章の地区別の人口推計

などに載せていくという考え方はいかがですか。 

 

【事務局（山本）】 

第２章で計画全体を貫くような市の現状や課題というものも載せていますので、

その辺りに載せておいた方がいいのかな、というのが皆さんのお話を聞いて思いま

した。 

 

【事務局（谷次）】 

山本と同感でございまして、第２章の我孫子市の現状の中で、地区別の問題など

改めて記載するような形で検討してみてはいかがかと思いました。 

 

【箕輪会長】 

そのような形でいかがでしょうか。第２章に動態人口推計も載せていただいて、

第５章は保育サービスの支援に関わってくるものなので、そこについてはこのまま

で、全体にかかる大事な部分として地域別のものを載せていただいて検討いただく

ということでお願いできましたらと思います。 

 

【事務局（谷次）】 

検討させていただきます。ありがとうございました。 

 

【箕輪会長】 

よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

【事務局（谷次）】 

今回初めて第１章から第５章まで通して皆さんにお示しした状況ですが、次の参

考資料の中で用語解説を入れる予定ですが、皆さんが見ていただいた中で、わかり

にくい言葉などがあれば、教えていただければと思います。 

 

【箕輪会長】 

それは言葉に対して注をつけるようなことになるのですか。 

 

【事務局（谷次）】 

五十音順に並べて用語解説として載せたいと考えております。 

 

【事務局（山本）】 

現計画と同じようなイメージです。 

 

【事務局（谷次）】 

そのようなことがありましたら、10月２日頃までに事務局までメールで結構です

ので教えていただければと思います。 

それから、「推進事業」という名称が妥当かどうかということについても併せて
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ご意見を頂ければと思います。 

 

【事務局（山本）】 

議題２でご意見を伺おうと思って忘れていて、話が戻ってしまうのですがよろし

いですか。第４章で「重点事業」と「推進事業」という名称になっているのです

が、ここに載せているものを全てが推進していこうということで「推進事業」と

し、特に重要なものを重点事業としたのですが、「推進事業として推進すべき事業

なのに指標が載っていないのは何か違和感がある」という意見も庁内にありまし

た。少し皆様のご意見をいただければと思います。「推進事業」という言葉に違和

感はなかったでしょうか。 

 

【増田委員】 

「推進事業」と載せてしまうと「重点事業」が薄れてしまうような気がします。

「推進事業」という言葉は載せなくてもよいのではないかと思いました。どれが大

事な事業かということで「重点事業」をアピールした方が良いと思います。 

 

【事務局（山本）】 

増田委員のご意見というのは、「推進事業」という表題を載せなくて良いのでは

ないかということですか。 

 

【太田委員】 

23ページの基本施策（３）いじめ防止対策の充実のところで、小中学校でおこな

っているＱ－Ｕ検査とは「このような検査です」というようなことをどこかに載せ

ないと、初めて見た保護者は「何の検査ですか」ということになると思います。 

 

【事務局（谷次）】 

今、推進事業の話題と用語解説のことで２点、ご意見をいただきました。 

 

【箕輪会長】 

「推進事業」という名称について、変更した方が良いと思われる方はいらっしゃ

いますか。 

 

【鎌田委員】 

全てが「推進事業」ですので、市独自の事業などの名称の方が良いと思います。

その中で優劣をつけるものでもないと思いますので、「市独自の事業」という形で

変えても良いと思います。 

 

【事務局（山本）】 

「推進事業」を「市独自の事業」というように変えても良いということですか。 

 

【鎌田委員】 

「法定事業」と「市独自の事業」。 

 

【事務局（山本）】 

「市独自の事業」も「法定事業」の中にも入っていますので、それで分けるのも
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難しいところがあります。ご意見いただいた通り、どれも推進していく事業である

という観点では一致している意見です。 

 

【事務局（谷次）】 

後ほど、用語の解説と合わせてご意見をいただければと思います。 

 

【鎌田委員】 

指標が載っていないところは進行管理を行わないということになるのですか。 

 

【事務局（山本）】 

この会議では進行管理は行わないということになります。しかし、市として進行

管理をやっていないということではなく、市のすべての事業は事務事業評価で管理

しています。特に子どもについて重要視しているところだけを、ここでお示しした

方が良いと思い、重点事業を現計画よりも絞ったということです。 

 

【事務局（谷次）】 

事務事業評価と申しましたが、市の企画課が主に所管をしている事務事業評価で

は、ここに載っている事業全てが対象になっていますので、必ず報告をするように

なっております。重点事業は特に子どものために特化した事業だと考えていただけ

ればと思います。 

 

【箕輪会長】 

それでは皆さん、推進事業の名称と、全体的に見ていただいて用語でわかりにく

いものについて、10月２日までに事務局にお知らせいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

【伴副会長】 

重点事業、推進事業を分けたというよりは、推進事業の中で重点を置いているも

のが重点事業なので、このように分けると推進事業以外の事業もあるのかなという

ようにも見えてしまうので、最初の構成のところで「重点事業については特記して

います」というような書き方にして、推進事業という見出しを付けないというのは

どうでしょうか。重点事業に当たるものだけ指標を載せていますという解説をすれ

ば良いと思います。名称がどうかというよりは重点事業になるとどうなるかという

ことがわかれば良いと思います。 

 

【事務局・谷次】 

ありがとうございました。検討させていただきます。 

 

（議題４）子ども部各課からの報告 

 

【箕輪会長】 

では議題４に移らせていただきます。子ども部各課からの報告について、子ども

支援課と保育課から報告があります。まず保育課からお願いいたします。 

 

【星次長】 
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（保育課の９月補正予算説明資料について説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。保育課のご説明に対してご質問などございますでしょう

か。では次に子ども支援課からお願いいたします。 

 

【荒井課長】 

（子育て支援課の新木小学校学童保育、あびっ子クラブについて説明） 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございます。ご質問などございますでしょうか。 

 

（議題５）その他 

 

【箕輪会長】 

それでは最後に議題５、その他に移ります。本日会議全体を通して何かございま

すか。 

 

【増田委員】 

資料２の９ページの「18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者」

ということの考え方で確認をさせていただきたいのですが、４月１日生まれの子ど

もは、学年で一番遅い誕生日の子どもだと思いますが、その子どもは来年の３月 31

日まで対象になるということですか。３月 31日生まれの高校３年生は高校卒業と同

時に対象外となり、４月１日生まれの子どもは高校卒業後の 1年間も対象だという

理解でよろしいのでしょうか。 

 

【伴副会長】 

18歳に達する日というのが、満 18歳ではなくて 18歳の誕生日の前日だと思いま

す。 

 

【増田委員】 

そうすると４月１日生まれの子どもは、３月 31日に 18歳になっているよという

定義で、３月 31日までで良いという解釈になるのですね。 

 

【箕輪会長】 

３月 31日から４月１日に変わる瞬間に 18歳になるということですか。 

 

【事務局（山本）】 

達する日という言い方をすると、おそらくそういうことだと思います。表記とし

てはこれで良いと思っています。年齢起算の考え方は民法で定義されているので、

そこを確認します。増田委員の大学生までを対象とするのか、それを事業ごとに区

別して行っているのか、それとも達する日というのは高校３年生の年度末までにな

るのか、確認をしてお知らせいたします。 

 

【箕輪会長】 
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そこの法律の部分を確認していただきますよう、お願いいたします。もしかする

と確認をしていただいた上で、用語ではないですが、年齢が変わるのはこのような

定義になっているのでここまでですというものが説明で加わると、どの方が読んで

もここにしたのだということがわかると思います。 

ありがとうございます。それでは本日予定していた議題は終了いたしました。最

後に事務局からお願いいたします。 

 

【事務局（谷次）】 

本日はご意見をありがとうございました。本日ご意見いただきました推進事業に

ついて、難しい用語については、10月２日、水曜日までにご提出ください。その他

にもありましたら併せて 10月２日までにお願いいたします。 

次回、第４回目の子ども・子育て会議は、10月 27日、日曜日の午前９時からを予

定しております。なお、当日は手賀沼マラソン大会が開催され、若松通りが通行止

めになります。会場は本日と同じく西別館会議室を予定しておりますが、委員の皆

様の交通事情によりましては、会場の変更を検討させていただくことになるかもし

れません。その時はまた改めてご連絡させていただきます。 

次回は完成に向けた最後の会議となります。特に第５章の子ども・子育て支援事

業を中心に、計画書全体を通じた協議を行います。期日が近づいてきましたら、ま

た資料を送らせていただきますので、よろしくお願いします。 

事務局からは以上です。 

 

【箕輪会長】 

それでは、以上をもちまして第３回子ども・子育て会議を閉会といたします。 

長時間にわたりお疲れ様でした。 

 


