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令和２年度  第１回我孫子市子ども・子育て会議 

  

１ 資料送付  令和 2年 8月 28日（金） 

２ 回答期限 令和 2年 9月 11日（金） 

３ 会 場 我孫子市子ども支援課 

４ 参加者 

委員 〇箕輪潤子委員 〇増田利明委員 〇菅原紀子委員  

〇伴 火穂委員 〇太田 悟委員 〇鈴木信人委員  

〇池田優樹委員 〇鎌田勇一委員 〇佐藤朋子委員  

〇楠野理紗委員 〇関口隆彦委員 

事務局 〇谷次補佐 〇成瀬主事  

 

※本会議は、令和 2年 9月 5日（土）に開催予定だったが、新型コロナウィルス感

染拡大防止のため、書面開催とした。 

各委員に下記の資料を送付し、協議事項の議事に対する意見シートを記入の上、事

務局に返送していただくという採決方法をとった。 

 

５ 議 題 

（１）会長・副会長の選出について 

（２）子ども・子育て会議の概要について 

（３）子ども・子育て支援事業及び重点事業 令和元年度実績報告 

（４）第三次子ども総合計画の総括について 

（５）第四次子ども総合計画特別版について 

（６）放課後対策事業運営委員会の委員について 

 

６ 送付資料 

（１）議案説明書 

（２）意見シート 

・資料 1 委員名簿 

・資料 2 我孫子市子ども・子育て会議条例 

・資料 3 子ども・子育て支援事業 令和元年度実績報告 

・資料 4 子ども総合計画重点事業 令和元年度実績報告 

・資料 5 第三次子ども総合計画における子ども・子育て支援事業、重点事業の

達成率一覧 

・資料 6 第三次子ども総合計画の総括について（案） 
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・資料 7 第三次子ども総合計画（抜粋） 

・資料 8 第四次子ども総合計画特別版（子ども向け） 

・資料 9      〃       （保護者向け） 

・資料 10      〃       （地域の方向け） 

・資料 11      〃       （配布先一覧） 

 

７  会議概要 

【議題1】会長・副会長の選出について 

今回は新しい任期の初めての会議となりますので、会長・副会長の選出を行いま

す。 
事前に立候補する方を委員の皆さんに募ったところ、立候補する方はいらっしゃ

いませんでしたので、事務局案として、前期に引き続き、会長に箕輪潤子委員、副
会長に伴火穂委員にお願いしたいと思います。 

この案に承認、非承認のご意見をいただきたいと思います。 

 

全委員が承認。 

会長は箕輪潤子委員、副会長は伴火穂委員に決定しました。 

 

【議題2】子ども・子育て会議の概要について 

「子ども・子育て会議」の役割について、簡単にご説明いたします。 
この会議は、我孫子市子ども・子育て条例に基づき、設置された審議会です。 
委員は、学識経験を有する者、教育関係者、保護者等で構成されます。現在 11

人となっており、委員の任期は 3年です。 
子ども・子育て会議は市町村計画等へ地域の子育てに関するニーズを反映してい

くことを始め、自治体における子ども・子育て支援施策が地域の子ども及び子育て
家庭の実情を踏まえて実施されていることを担保するなど、重要な役割を果たすこ
とが期待されています。特に、児童福祉、幼児教育双方の観点を持った方々に参画
を得て、地域における子ども・子育て支援について審議いただくことになります。
我孫子市が教育・保育施設や、地域型保育事業の利用定員を定める際には、この会
議の意見を聴かなければならないとされています。さらに、我孫子市子ども総合計
画の策定・変更、実施状況の点検及び評価並びに見直しに関し、調査審議すること
となっています。一昨年度と昨年度は計画策定を行いましたので、今年度は事業の

実施状況の点検・評価・見直しが主な作業になります。 
また、子ども・子育て会議は市長の諮問機関でもあります。第四次子ども総合計

画書の 171ページには、子ども総合計画の推進体制が図として示されていますので、

ご参照ください。 
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【議題3】子ども・子育て支援事業及び重点事業 令和元年度実績報告 

令和元年度は第三次子ども総合計画の 5年目に当たっているため、「資料 3」、
「資料 4」は令和元年度の事業進捗状況報告であると共に、第三次子ども総合計画
の 5年間の進捗状況でもあります。 
「資料 3」は令和元年度における子ども・子育て支援事業の実績をまとめたもの

です。「子ども・子育て支援事業」とは、市の子ども・子育て支援事業計画（第四
次子ども総合計画では第 5章に当たります）に従って実施することが法で定められ
ている 16の事業です。 
「資料 4」は令和元年度における重点事業の実績をまとめたものです。「重点事

業」とは、第三次子ども総合計画で、6つの基本目標のそれぞれにおける重要と思
われる 62の事業のことで、計画の中で指標を定めて管理することにしています。 

ひとつひとつの事業の詳細につきましては、資料 3及び 4の提出をもって報告に
代えさせていただきます。 
「資料 5」ではそれぞれの事業の目標達成率をまとめました。 
1ページ目は、子ども・子育て支援事業の 13事業についてです。事業の項目と

しては 16事業ありますが、1から 4までの通常保育事業は、1つにまとめましたの
で、ここでは 13事業になっています。 
目標値を超えた事業が 2事業、同程度が 4事業となっています。80～90％の「や

や劣る」がファミリー・サポート・センターと病児・病後児保育の 2事業、「80％
未満」が延長保育事業、一時預かり事業、子ども短期入所事業、子育て支援拠点事
業、利用者支援事業の 5事業となっています。 
8番の子ども短期支援事業は、正規の目標数が実態を正確に表していないという

問題がありましたので、平成 28年度からサブ指標を使い、「申請件数に対する利用

率」を指標としています。 
5番の延長保育は、年間利用者数の目標値 81,896人に対し、実利用者 49,161人

ということで、目標値の 60％となっています。これは当初、ニーズ調査に基づき
目標値を設定したため、見込より多めに設定してしまったことによります。 
13番の利用者支援事業は、設置箇所の目標値 5、実績値 2で、目標値の 40％と

なっています。保育コンシェルジュのいる施設は保育課とにこにこ広場の 2カ所で
す。目標値を定めた時点では 5カ所すべてに配置するということでしたが、配置の
ない広場には出張相談で対応するという方針に切り替わっていますので、この結果
となっています。 
続いて、2枚目の裏表の重点事業 62事業についてです。62事業の達成状況で分

類した内訳は、目標値以上が 20事業、同等が 28事業、70～80％が 9事業、それ以
下が 4事業、廃止になった事業が 1事業です。 
目標値を超えた事業の中にある 47番「幼稚園における子育て支援事業の実施

（預かり保育料助成）」と、同等のところにある 10番「私立幼稚園の運営支援（就
園奨励金・園児補助金）」については、令和元年 10月から幼稚園・保育園の無償化
になったのに伴い、9月をもって事業が終了しましたが、一応、令和元年度まで実
施していたことにして扱っています。 
1番の子育て支援サービス・利用者へのコーディネートの推進については、支援

事業のところで述べたように、保育コンシェルジュの配置が増えない状況によりま
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す。 
3番の若者定住化に向けての情報発信力の強化については、旬な情報、写真を掲

載するなどしてきましたが、達成率は低くなっています。他の閲覧者が多いページ
でも 1カ月あたり 5千～1万程度のページが多く、1日平均 5千という当初の目標
値の想定が高かったと考えています。 
44番の子育てにやさしい企業を目指す取組への支援については、平成 30年度か

ら各担当課において有効な支援制度を検討することとしたことから、所管課会議は
開催されませんでした。 
52番のひとり親家庭等相談等については、インターネットを利用した求職活動

が普及したための減少と思われます。 
「資料 3」から「資料 5」につきまして、お気づきの点や確認したい点、疑問、

意見、提案などがございましたら、意見シートにご記入くださいますよう、お願い

します。 

 

委員から提出された質疑については、意見シートに取りまとめ、各課担当からの

回答を掲載しています。 

 

【議題4】第三次子ども総合計画の総括について 

議題 3で、各事業の進捗状況をご報告させていただきましたが、それを第三次計
画の基本目標ごとに文章でまとめたのが、「資料 6」になります。第三次子ども総
合計画の総括（案）として、ご検討いただきたいと思います。 
第三次子ども総合計画の基本目標につきましては、「資料 7」をご覧ください。 

この文章は第四次子ども総合計画に掲載された「第三次計画期間における取組」
と「第四次計画策定に向けた課題」を中心にまとめたものです。事務局で原案を作
成し、それを第三次計画に関連した庁内各課に確認してもらい、意見をいただいた
きました。委員の皆様には、この総括案につきまして、ご意見をいただきたいと思
います。市民の目線から、削除すべき箇所、もっと詳しく書いた方がいいと思われ
る箇所等について、ご意見をお寄せください。 
なお、「資料 6」につきましては、委員の皆様からの意見集約後、市長に報告書

として、提出する予定です。 

 

委員から提出された質疑については、意見シートにまとめています。 

その意見を反映した全文は別紙をご参照ください。 

 

 

【議題5】第四次子ども総合計画特別版について 

「資料 8～10」は、昨年度作成した、第四次子ども総合計画を広く市民の皆様に
知っていただくため、子ども向け、保護者向け、地域の方向けの 3種類を作成した
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ものです。昨年度最後の協議会の後に作成しましたので、今回の会議に提出させて
いただきます。 
昨年行ったアンケートで、困った時に相談できる人がいないという回答をした方

が未就学児保護者で 3.7％、小学生保護者で 8.8％いらっしゃいました。そのよう
な方に困った時の相談先があるということを知ってもらいたいという思いもあっ
て、今回はこの特別版を市民の皆さんに積極的に配布することにしました。 
「資料 11」はこの特別版を配布する箇所を一覧にまとめたものです。 
子ども向けについては、市内小学生の 5年生と 6年生 2,200人、そして市内中学

生の 1年生から 3年生までの全員 3,300人に配布しました。 
また、保護者向けについては市内の幼稚園、保育園、認定こども園など 38園を

通して 3,800部配布しました。また保健センターで行われる 4か月児相談、1歳 6
か月児健診、2歳 8か月児健診の際に 2,000部、公民館の家庭教育学級などで 200

部配布する予定です。地域向けは、市内近隣センターに 330部、高齢者なんでも相
談室に 100部、社会福祉協議会に 160部、また民生委員も皆さんにも配布する予定
です。 
ある幼稚園の保護者からは、市でもいろいろなことをやっているのが分かった、

計画書の本体も見てみたい、などの声をいただいています。もし、委員の皆さんの
中で、このような人達にも配布したらどうかというご意見がございましたら、是非

いただきたいと思います。 

 

委員から提出されたご意見については、意見シートに取りまとめ、事務局の回答

を掲載しています。 

 

【議題6】放課後対策事業運営委員会の委員の推薦について 

子ども支援課放課後対策担当から、「我孫子市放課後対策事業運営委員会委員の
推薦」について依頼がありましたので、ご報告いたします。 
この委員会は、子どもの居場所づくり事業として、小学生を対象に学校施設を活

用して平成 19年 6月からスタートした「あびっ子クラブ」、それから「学童保育事
業」の 2つの事業の、より良い運営について検討する委員会です。 
「子ども・子育て会議」から 1名の委員を選出しております。昨年度は太田委員

にお願いしていました。 
太田委員に今年度も引き続き委員をお願いできないか、伺いましたところ、ご快

諾いただきましたので、ご報告させていただきます。委員の皆様には事後承認とな

りますが、ご承認いただきますよう、お願いします。 

 

全委員が承認。 

我孫子市放課後対策事業運営委員会委員は、太田委員に決定しました。 

 

以上 


