
 

 

令和 3年 2月 24日 

 

我孫子市長 星野 順一郎 様 

 

我孫子市子ども・子育て会議 

会長 箕輪 潤子 

 

 

 我孫子市子ども・子育て会議における第三次子ども総合計画の評価・課題

について 

 

 我孫子市子ども・子育て会議では、我孫子市子ども・子育て会議条例第 2条第

2項に基づき、「我孫子市子ども総合計画」の実施状況の点検及び評価を行って

います。本年度は、「第三次子ども総合計画」（平成 27年～令和元年度）の総括

を行いました。 

総括にあたっては、平成 31年 1月に実施したアンケートや各年度の進捗状況

報告などを参考にしながら、全体の概況、6つの基本目標、その他に分けて、評

価・課題をまとめました。 

次のとおり報告いたします。 
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第三次子ども総合計画の評価・課題 

 

１ 全体の概況 

 

●平成 31年 1月に実施された「我孫子市子ども総合計画子ども・子育てに係る

ニーズ調査」（以下、ニーズ調査）で、「お住まいの地区における子育ての環境や

支援への満足度」について尋ねたところ、「満足度が高い」と「やや高い」を合

わせた人の割合が未就学児保護者で 63.4％、小学生保護者で 59.1％でした。こ

の数値は、平成 25年度の調査結果に比べ、それぞれ 25.9ポイント、30.8ポイ

ント増加しています。「子育てを楽しいと感じる」人の割合は未就学児保護者

91.0％、小学生保護者 86.5％、「我孫子市は子育てしやすいまちだと思う」人の

割合は未就学児保護者 81.0％、小学生保護者 79.8％でした。 

ニーズ調査と同時に行った「我孫子市子ども総合計画に係る意識調査」（以

下、意識調査）でも、「子育てが楽しい」と感じる人の割合が、小学生保護者で

94.7％、中学生保護者で 93.0％でした。 

いずれも高い数値を示しており、多くの市民が我孫子での子育てを前向きに捉

えていることが伺えます。これらは第三次子ども総合計画（以下、第三次計画）

の成果が表れているものと評価します。 

●第三次計画の事業体系に位置付けた事業のうち、法定事業である子ども・子育

て支援事業 13事業では、目標値を超えた事業が 2事業、目標値と同等あるいは

90％以上だった事業が 4事業、目標値の 70％以上 90％未満だった事業が 2事

業、70%未満だった事業が 5事業でした。なお、70％未満だった 5事業に関する

担当課からの聞き取りは、以下の通りです。 

事業名 担当課 指標 原  因 

延長保育事業 保育課 年間延べ利用

人数 

計画の量見込みを多く見積もっていたた

め。利用ニーズにはすべて対応できた。 

一時預かり事業 保育課 年間延べ利用

人数 

非定型の利用者のうち、保育園への入園に

移行する者がいること、幼稚園の預かり保

育が充実してきたこと、などの理由によ

る。利用ニーズにはすべて対応できた。 

子育て支援拠点

事業 

保育課 年間延べ利用

人数 

子どもの数が減少しているため。また、保

育園や幼稚園への通園率が増加してるた

め。その他、様々な親子の遊び場を状況に

応じて保護者が選べるようになったこと等

が理由による。 

利用者支援事業 保育課 設置箇所 子育てコンシェルジュへの相談内容は、子

育て全般に関することと幅広くなるため、

人材の確保と育成が難しい。現状として設

置されてない子育て支援施設へは巡回する
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ことや、電話での相談対応を実施すること

でほぼ対応できていると考えている。 

第四次計画では進行管理で使用する目標値

の指標を相談件数に修正した。 

子ども短期入所

事業 

子ども相談

課 

年間延べ利用

人数（人） 

子ども短期入所は松戸市にある児童養護施

設「晴香園」に委託。近隣６市の委託を受

けており、利用相談を受けても空きがない

ことがある。 

早めの利用申請を勧奨したり、近くの日程

で空きがある日を案内したりするなど、な

るべく利用できるよう努めている。 

また、指標を管理する重点事業 61事業においては、目標値を超えた事業が 20

事業、目標値と同等あるいは 90％以上だった事業が 28事業、目標値の 70％以上

90％未満だった事業が 9事業、70％未満だった事業が 4事業でした。なお、70％

未満だった 4事業に関する担当課からの聞き取りは、以下の通りです。 

事業名 担当課 指標 原  因 

子育て支援サ

ービス・利用

者へのコーデ

ィネートの推

進 

保育課 専任職員数／

配置箇所数 

（上記、利用者支援事業と同じ） 

子育てコンシェルジュへの相談内容は、子

育て全般に関することと幅広くなるため、

人材の確保と育成が難しい。、現状として

設置されてない子育て支援施設へは巡回す

ることや、電話での相談対応を実施するこ

とでほぼ対応できていると考えている。 

若者定住化に

向けての情報

発信力の強化 

秘書広報課 Facebook ペ

ージ閲覧者数

（日平均） 

記事内容によりリーチ数に差があったこ

と、見たくなるような記事とする工夫が足

りなかったことなどの理由による。 

なお、Facebook 以外では、テレビ・ラジオ

を通しての情報提供、移住 PR 紙（住み替

えあびこナビ）の作成・配布等を行った。 

子育て世帯に

やさしい企業

を目指す取り

組みへの支援 

企業立地推進

課ほか 

支援策を模索

する所管課会

議の開催 

計画期間当初は関係課会議を行ったが、有

効な支援制度が示せず、定期的な開催に至

らなかったため。 

なお、会議以外では、ワーク・ライフ・バ

ランス推進の広報、男女共同参画リーフレ

ットを配布するなどの啓発活動を行った。 

ひとり親家庭

等相談等 

子ども支援課 就労相談から

就労に結びつ

いた件数 

経済的な相談が主訴の場合、生活困窮者相

談に繋がることが多いこと、就労に関して

はインターネットを利用した求職活動等も

普及しているため、相談者数が減少したこ

となどの理由による。 

なお、相談者に対しては、来庁、電話、メ

ールなどで適切に対応した他、ハローワー

ク松戸や社会福祉課との連携による就労支

援を行った。 

以上のことから、指標が目標に至らなかった事業はあったものの、市民のニー

ズはほぼ満たしていると考えられるため、第三次計画における各事業の取組は、

概ね良好であったと評価します。 
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２ 基本目標における評価と課題 

 

（１）「地域で支える子育て支援」について 

●第三次計画期間では、保育園 3園と小規模事業所 3園が整備され、昭和 61年

から続いている待機児童ゼロが堅持されました。今後も継続されることを希望し

ます。 

●子育て支援サービス・利用者へのコーディネート事業の保育コンシェルジュ

（平成 31年 4月から『子育てコンシェルジュ』）への相談件数（平成 31年度

は、保育園・幼稚園・認定こども園の入園についての相談が 82％を占めてい

る）が大幅に増加しています。これは、広報により認知されたこと、丁寧な相談

が行われたことが、その要因と考えます。今後もきめ細かい相談に対応できる方

法を確保していただきたいと思います。 

●学童保育室では 2校の拡張工事が行われるとともに、学童保育室及びあびっ子

クラブの民営化が始まり、これまでに 5校が民営化されました。民営化によるサ

ービス低下は見られず、利用者からのニーズに応えて、早朝及び夜間の延長保育

や小学校の長期休業日に弁当を手配するサービスも開始されました（平成 27年

度）。これからも、多様化する利用者のニーズに応じたサービスを実施していた

だきたいと思います。 

●市の西側地区では、定員を超えている学童保育室があります。その対応とし

て、幼稚園・保育園等における小学生の預かり保育が始まりました（平成 27年

度）が、子どもが安心して過ごせる場の確保に向け、今後も新たな対応を模索

し、定員超過の解消に努力していただきたいと思います。 

●ニーズ調査の「日頃お子さんをみてもらえる親族や知人はいるか」、「気軽に相

談できる人はいるか」の設問では、少数ながら「いない」という回答があり、未

就学児保護者、小学生保護者とも、それぞれ前回の調査から微増しています。

〔（未就学児保護者 12.0％→13.0％、3.4％→3.7％）、（小学生保護者 11.1％→

13.3％、5.3％→8.8％）〕 

今後、この数値を減らし、子育て中の保護者が安心して我孫子で子育てできる

ように、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（周知やアウト

リーチなど）や、子育て中の保護者の孤立を防ぐ努力をしてください。また、複

雑かつ深刻化した相談内容に対応するため、専門相談の体制整備や専門機関同士

の連携強化も必要と思われます。 

●ニーズ調査における「地域の人に頼まれた場合に、子育てについてサポートで
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きると思うこと」の回答として、「話し相手」、「ちょっとした買い物」、「短時間

の子どもの預かり」などが多くみられました。今後、日々の子育てにおいてサポ

ートを求める人とのマッチング方法等を検討していただきたいと思います。 

 

（２）「子どもと子育て家庭の健康づくり」について 

●ニーズ調査では、「保健センターの育児全般と健康に関する相談」を知ってい

る割合が、未就学児保護者で 92.0％と高い結果を示しており、子育てにおいて

保健センターが大きな役割を担っていることが伺えます。これからも、母子の健

康づくりの中心的施設としての役割を期待します。 

●母子保健では、「子育て世代包括支援センター」が設置されました（平成 27年

度）。その中で「産後ケア事業（休養の機会や不安軽減を目的としたショートス

テイ等）」が開始され、家族から十分な支援が得られないなど、産後の生活に不

安がある家庭を対象に、心身のケアや育児のサポートを行いました。 

また、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図ることを目的に、産後 2週

間、産後 1か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(母体の身体的

機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握等)の助成制度が、平成 29年度から開

始されました。 

これからも様々な状況に対応した母子支援を充実させていただきたいと思いま

す。 

●ニーズ調査の「子育てに関して悩んでいること、あるいは気になること」とい

う質問に対し、「病気や発育発達に関すること」、「食事や栄養に関すること」と

いう回答が多く見られました。今後も子育てにおける母子の健康について、身近

で気軽に相談できる体制を維持していくよう希望します。 

 

（３）「教育を通して『生きる力』を育む」について 

●「幼保小連携・接続カリキュラム」（平成 29年度）は、就学前の生活から小学

校へなめらかにつなげるための有効な方法と思われます。交流についてもオリジ

ナルダンスを活用するなど、自然に無理のない形で様々な工夫がなされたことを

評価します。 

●小中一貫教育では、各中学校区の「小中一貫教育グランドデザイン」ができま

した（平成 30年度）。今後も地域の特性に合わせた教育を推進していただきたい

と思います。 

●市内全 19小中学校の教室へエアコン整備（平成 26年度～平成 28年度）は、

教育環境充実の大きな前進として評価します。 
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●心を豊かにする学習・体験では、「手賀の丘フレンドシップツアー」（子ども支

援課）、「子どもＮＰＯボランティア体験」（市民活動支援課）、「環境学習」（手賀

沼課）、「てがたん」（鳥の博物館）、「アビコでなんでも学び隊」（生涯学習課）な

どが実施され、また、平成 30年度には「子どもの読書活動推進計画」（図書館）

が策定されました。今後も、子どもたちの多岐にわたる体験、年齢・地域を超え

た交流などの学び合いの場が継続することを希望します。 

●意識調査の「自分のことが好きだと思うか」という質問に対し、「あてはまら

ない」と回答した割合は、小学生が 35.4％、中学生が 50.7％でした。また、「家

族や友達と、自然の中で遊ぶことがあるか」について、「ない」と回答した割合

は、小学生 44.2％、中学生 59.9％、「地域の大人や子どもとかかわったり、何か

教えてもらったりすることがあるか」について「ない」と回答した割合は、小学

生 50.5％、中学生 65.5％でした。 

子どものころの様々な体験や活動は、人格形成に大きな役割を果たし、社会を

生きるために必要な意欲、コミュニケーション力、自己肯定感などを育むために

重要です。今後はより、子どもが安心して過ごし、自己を大切な存在として感じ

られるよう、子ども自身が体験し自己発揮しながら学ぶことのできる機会を十分

確保し、充実させていただきたいと思います。 

 

（４）「子育てにやさしい生活環境づくり」について 

●ニーズ調査の「期待する子育て支援施策」という設問では、未就学児の保護者

で「子どもや子ども連れでも安心して外出できる環境の整備」が 23.0％とな

り、「子育て費用の助成」64.0％に次いで、二番目に高い結果でした。自由記載

でも公園などの遊び場の整備を望む声が依然として多く見られました。 

第三次計画期間では、3か所の公園をバリアフリー整備し、園路やトイレの段

差が改善されるなど、誰もが安心して利用できる公園が徐々に整備されつつあり

ます。しかしながら、公園に至る一般道路では段差などが多く見受けられます。

今後も引き続き、子育てしやすい環境を確保するためのバリアフリー化に取り組

んでいただきたいと思います。 

●子どもの安全を脅かす事件・事故が全国的に目立つようになってきています。

ニーズ調査でも、未就学児保護者、小学生保護者の両方において、「犯罪から子

どもを守る体制の整備」を希望する人が、それぞれ 19.8％、26.4％ありまし

た。 

街頭パトロールの実施（少年センター）、保育園・学校等における交通安全教

室の実施や子ども見守り隊の発足（市民安全課）は、市民の安全に対する意識を
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高める大きな効果があったと評価します。 

●意識調査における「子どもの育成を支援するため『地域』では特にどのような

人や場所が必要か」をいう質問では、「登下校の見守りや声かけなど、子どもの

安全確保に取り組める人」、「地域の子どもに挨拶などの声かけや子どもをほめた

り、叱ったりできる人」、「子どもが安心できる居場所となる場所」などの回答が

多く見られました。今後も、地域の人々が気軽に子育てを支援してもらえるよう

な環境づくりを行っていただきたいと思います。 

 

（５）「仕事と家庭の両立支援」について 

●第三次計画期間では、保育園等の産休・育休予約事業について、産休明けを 6

園、育休明けを 20園で行い、また、病児・病後児保育事業の対象を「おおむね

10歳未満」から「小学校に就学している児童」まで拡大しました。さらに、情

報誌や講演会、各種事業などを通して、「男女共同参画に関する意識の浸透」を

継続的に実施しました。これらは、子育て世帯におけるワーク・ライフ・バラン

スの推進のための有効な事業であったと評価します。 

●意識調査における「仕事と子育てを両立する上で必要なことは何か」という質

問について、「配偶者やパートナーが協力してくれること」、「有休や子育て休暇

などを取りやすい職場環境」、「子どもの面倒をみてくれる家族がいること」が回

答のトップ 3でした。しかし、ニーズ調査で「父親の育休の取得状況」を見る

と、未就学児の父親で、取得している人は 11.7％と、平成 25年の調査から 2.4

ポイント上昇しましたが、取得していない人は 86.5％と依然として高い比率

で、身近な家族の協力が必要と感じながらも、父親の育休取得が難しい現状にあ

ることが明らかになっています。 

男女ともに働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるには、保育サービス

など社会的な環境整備の一層の促進や、男性の家事・育児への主体的な参画や男

性中心型労働慣行の見直しが必要です。今後も女性活動推進など、男女共同参画

の視点での啓発を推進していただきたいと思います。 

 

（６）「配慮を必要とする子どもと家庭への支援」について 

●第三次計画期間では、「子ども家庭総合支援拠点」の子ども相談課への設置

（平成 31年 4月）、こども発達センターの増改築（平成 28年度）、「療育・教

育システム連絡会」における 5つの作業部会（療育専門委員会、児童通所支援部

会、就学移行期部会、学齢期部会、ライフダイアリー部会）の立ち上げ、障害児

通所支援事業におけるサービス調整や助言等の支援、教育研究所アドバイザー派
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遣における学校からの申請増加への対応などの取組がありました。これらは、配

慮を必要とする子どもと家庭への支援を充実するための有効な事業であったと評

価します。 

●不登校の児童生徒に対しては、状況に合わせた学習支援の場としてのヤング手

賀沼への通級を勧め、学校や家庭以外でのセーフティ・ベースを作った上で集団

活動を通して自立心、社会性を高め社会（学校）への適応能力を養うことを目標

とした支援を行いました。今後も引き続き、一人ひとりの子どものニーズに合わ

せた教育支援を行うよう希望します。 

●近年、学習につまずくだけでなく、就学前から、集団生活に困難さを抱えてい

る子どもが増加しています。今後、こども発達センター、教育研究所、学校の連

携をより一層強め、子どもたちへのきめ細かい対応を希望します。 

●意識調査では、「子どもにとって良いと思うことは子どもの希望を確認せず親

が決めた」、「兄弟姉妹を引き合いにして、成績が悪いことを注意した」、「言いつ

けを守らなかったので子どものおしりを叩いた」などの虐待にあたる行為を、虐

待として認識している保護者は約 20～30％に留まっていました。 

引き続き、児童虐待防止の広報・啓発を行うとともに、虐待の早期発見や適切

な保護を行うために関連機関が連携し対応していく体制を強化していただきたい

と思います。 

 

３ その他 

●意識調査における「現在の家庭の経済状況をどのように感じるか」という質問

に対して、「苦しい」という回答が小学生保護者で 31.9％、中学生保護者で

40.0％と比較的高い割合を示していました。また、ニーズ調査でも「期待する子

育て支援施策」の最も希望が高かった項目は「医療費・保育料・教育費など子育

て費用の助成」の 64.0％でした。 

今後も経済的な支援に加え、子育て世帯が抱える様々な問題を適切な生活支援

等に結び付け、生活に不安を抱える家庭へのサポートを充実させていただきたい

と思います。 

 

以上 


