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平成２８年度 第１回我孫子市子ども・子育て会議議事録 

 

● 開催日時 平成２８年５月２８日(土) 午前９時３０分から１２時００分 

● 開催場所 市役所分館小会議室 

● 出 席 者   

(委 員) ○箕輪会長、○伴副会長、○浦島委員、○武田委員、○間弓委員、 

○辻岡委員、○丸山委員 

 (市職員) 山﨑子ども部長、三澤子ども相談課長、岡本こども発達センター所長 

      田中こども発達センター副所長、遠藤こども発達センター副所長 

  (事務局) 長谷川子ども部次長兼ども支援課長、中場子ども支援課長補佐 

● 議 題 等 

１ 開会 

・子ども部長挨拶 

・職員紹介 

２ 議題 

  （１）子ども総合計画 平成27年度事業実績と平成28年度の進行管理について 

   ①子ども・子育て支援事業 平成27年度実績報告 

   ②子ども総合計画 重点事業 平成27年度実績報告 

   ③平成28年度進行管理について 

  （２）各課からの報告 

   ・保育課所管事業 

   ・子ども相談課所管事業 

   ・子ども支援課所管事業 

（３）次回の日程について 

３ 閉会 

●公開・非公開の別  公開 

●傍聴人・発言者数  傍聴人 ３人 ・ 発言者 無 

●会議の内容 
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―― 議事録 ―― 

 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  皆さん、おはようございます。少し定刻を過ぎて

しまいましたが、ただいまから平成２８年度第１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。 

 私、市役所子ども部子ども支援課長の長谷川と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 会議に先立ちまして、我孫子市審議会等の会議の公開に関する規則に基づきまして、こ

の子ども・子育て会議も公開の対象となっております。したがいまして、議事録も公開と

なりますので、議事録の作成上、会議内容を録音させていただきますのでご了承ください。 

 初めに、第１回子ども・子育て会議の開催に当たりまして、子ども部、山﨑部長よりご

挨拶申し上げます。部長、お願いします。 

【山﨑子ども部長】  皆様、改めましておはようございます。本日は、お忙しい中、２

８年度の第１回目となります子ども・子育て会議にお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。また、日ごろから子どもたち、そして、子育て支援への各方面でのご尽力を

いただいていますことを重ねてお礼申し上げます。 

 この４月から子ども部長を努めることになりました山﨑と申します。といいましても、

昨年度まで皆さんとは、保育課長としてこの席にも何度か参加させていただいていますし、

いろいろご意見もお伺いしているところですので、顔なじみの方ばかりということで、今

日は安心した気持ちでご挨拶させていただいているところです。 

 この会議は、皆様、ご承知ですけれども、子ども・子育て支援新制度がスタートするに

当たって、市でも滑らかにその新制度が浸透していくようにということで、審議会として

設けられた会です。我孫子市としては、それにつけ加えまして、子ども総合計画の策定、

それから進行管理ということも委員の皆様方にはお願いしまして、今日まで来ていると思

います。おかげさまで、一昨年、「我孫子の自然と人の愛に包まれて、子どもが自分らしく

育つまち」という、ほんとうに魅力的なスローガンを当てました子ども総合計画も策定で

きましてありがたく思っております。昨年度は、進行管理の仕方等についていろいろ協議

していただく中で、今年度からいよいよ総合計画の中の各事業の進行管理というところを

担っていただくような形になっておりますので、引き続きよろしくお願いできればと思っ

ております。 

 今お話ししたとおり、昨年度から子ども・子育て支援新制度が、全部を決め切らない中
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でスタートしたものですから、各業務を担当している者はばたばたしながらの１年だった

のですけれども、どうにか１年が過ぎて、スムーズに事務の流れも進んでいるかなと思え

るような今日このごろです。 

庁内のいろいろな部署で子どもや子育てに関する事業を取り組んでおりますけれども、

主だった子ども部の事業としては、今年度、保育課に当たりましては待機児童ゼロ３０周

年を迎える年になっております。 

 議会からも、待機児童ゼロ３０周年を迎えるということを大々的にアピールして、何か

イベントをやってはという声もありますけれども、その辺りは調整しながら進めていると

ころです。さらに、待機児童ゼロは継続していかなければいけない大事な事業だと思って

おりますので、保育課では今年度保育園２園、それから小規模保育事業所をさらに１園増

やして対応できるような形を考えているところです。 

 また、子ども支援課の事業に当たりましても、あびっこ子クラブを今年度、６月１日、

もう間もなくですけれども、湖北小で開設いたします。そして、来年３月を目標にして、

新木小での開設も準備を進めているところでございます。その２施設が開設されますと、

我孫子市内小学校１３校のうちの１２校で開設の運びになるという形をとっております。 

 最後に、子ども相談課ですが、後ほど担当の職員のからも説明はあると思いますけれど

も、この３月末に新しい増設部分の施設も完了しまして、今までなかなか相談、訓練まで

結びつくのに時間がかかっているようなお子さんたちもおりましたけれども、そのあたり

をスムーズにして、さらに市内に出ていくような場面も多くして、療育を必要とするよう

なお子さん達へのフォロー体制を強化していこうということで、充実を図っているところ

です。 

 いろいろな形で、私たち担当職員としては充実を重ねているところですけれども、そう

することで、子どもたちが我孫子で生まれてよかったと思えるまち、そして、お母さんや

お父さんたちも我孫子で子育てできてよかったなと思えるようなまちづくりをさらに推進

していきたいと思っております。ただし、担当職員が一生懸命やっていても、視野を広く

もつことが不足していたりするところはありますので、この委員会の中で皆様方から市の

状況をよく理解していただいた上でご意見をたくさんいただき、それがまた反映していけ

れば、さらに充実した我孫子市の運営になるかと思っておりますので、これからも引き続

きどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 ご挨拶が長くなりましたけれども、最後に、今日は手賀沼公園で、後でも説明があると
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思いますけれども、子育て交流フリーマーケットを開催しております。昨年に引き続いて

２回目の開催になります。今日も多くの皆様がご利用していただけると思っておりますの

で、ぜひ会議の後、お時間がありましたら、お立ち寄りいただければありがたいと思って

おります。 

 今日は、限られた時間ではございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  ありがとうございました。 

 続きまして、子ども部の職員を紹介したいと思います。この４月でいろいろ人事異動等

がございました。 

 ただいまご挨拶いただきました、子ども部長の山﨑でございます。 

【山﨑子ども部長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

【三澤子ども相談課長】  三澤です。よろしくお願いします。子ども総合相談、虐待を

担当しております。よろしくお願いします。 

【岡本こども発達センター所長】  ４月から所長になりました岡本です。よろしくお願

いします。 

【田中こども発達センター副所長】  田中でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【遠藤こども発達センター副所長】  遠藤です。よろしくお願いいたします。 

【中場子ども支援課長補佐】  中場と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  本日は欠席ですけれども、保育課長、星、そして

保育課主幹、小山です。先ほど部長の挨拶にもございましたけれども、本日、保育課主催

で手賀沼公園において子育て交流フリーマーケットを開催しておりますので、そちらに出

席しております。ご了承ください。 

 以上で紹介を終わります。 

 なお、本日の会議につきましては、全委員１１名中７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。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、本日配付した資料の確認をさせていただきます。追加資料として、資料１

と、子育てフリーマーケットのチラシ、それから発達センターのしおりと平面図になりま

す。 
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また、整理番号１－３、事業名「若者定住化に向けての情報発信力の強化」については、

内容に訂正がありましたので、差し替えをお願いします。大丈夫でしょうか。お手元に不

足等がございました、事務局にお申しつけください。よろしいですか。 

 それでは、これ以降につきましては、箕輪会長に議事進行をお願いできればと思います。 

よろしくお願いします。 

【箕輪会長】  皆さん、おはようございます。本日、この委員での会議は最後となりま

すが、本日、先ほどお話にありましたように、進行管理の内容を決めていただくことにな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の傍聴人、３人ございますことをご報告いたします。傍聴人は、会議中の発言は認

められませんが、議事終了後に、１人３分以内で発言ができますのでご了承をお願いいた

します。 

 では、次第に沿って進めたいと思います。議題（１）子ども総合計画 平成２７年度事

業実績と、平成２８年度の進行管理のうち、①子ども・子育て支援事業 平成２７年度事

業報告です。事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】   

― 子ども・子育て支援事業 平成２７年度事業報告について説明 ― 

【箕輪会長】  ありがとうございます。子ども・子育て支援事業の説明がありましたけ

れども、皆様、ご質問、ご意見等、お願いいたします。 

【浦島委員】  目標値に対して、達成度という数字は基本的にいい数字が出ているなと

いう感想を持ちました。そこの中で、幾つか数字が低いところがもちろんありますけれど

も、例えば５番、７番、１１番、そして１５番とありますね。それに共通して何となく見

えるのは、施設が確保できなかった、それを対応する職員がいなかった、確保できなかっ

たという理由が掲げられているわけです。そうすると、利用できる方々には情報は伝わっ

ているけれども、それに対応できるハード面や人の対応が十分でなかった点が大きいと、

私は捉えて見たのですが、そういう理解でいいでしょうかということが１つ。 

 例えば保育士さんの確保が難しいということは承知していますが、そのために努力なさ

っていたり、あるいは政府が４月から緩和政策を出したりしましたけれども、そういう面

でこれからの見通しというか、どのようなイメージを持っていらっしゃるのか、知りたい

です。 

【箕輪会長】  事務局、お願いいたします。 
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【事務局<山﨑子ども部長>】  昨年度まで保育を担当していましたので、私からご説明

させていただきます。 

 まず５番の延長保育については、今ご指摘いただきました内容とは若干違います。施設

も、人的にも、きちんと整っているけれども、実際延長を希望する方が、就労の多様性と

いうところで、延長保育を必要とする方が少なかったということのご理解でいいかと思い

ます。 

 そして、７番目の一時預かり事業については、おっしゃるとおり、天王台双葉は、通常

の入園児が多くいたということで、一時預かりに要するお部屋が設置できなくなるような

状況がありまして、現在のところ休園してきたところです。ほかの施設については、先ほ

ど事務局の説明もありましたけれども、人的にも、保育室的にも用意ができていて受け入

れていたので、利用に関してそんなに大きな混乱はなかったと思います。目標値に対して

の実績数が少なく、数字からすると、ほんとうに大きな後退が感じられますが、内容的に

はそんなに大きくは問題なかったと思います。 

 天王台双葉も、今年度中には、また一時預かりは再開していきたいという意向が示され

ていますので、この辺の数字はもうちょっと盛り返していけるのかなと思っています。 

 最後、１１番の病児・病後児保育事業については、ほんとうに全国的にも今危惧されて

いる、保育士不足というところが、病院にも影響し、勤務する保育士さんが途中でおやめ

になったりしたことで確保されてこなかったという状況がありました。それによって、利

用者さんをお断りするというのはほんとうに申しわけないところで、あってはならないこ

とだと思っていますので、担当課としても、再三事業者さんとは話し合いを持ちまして、

早期にこのあたりの問題が解決できるようにはお願いしているところです。 

 今年度からは、きちんと保育士のほうを確保できているという話は聞いております。 

これからも途中でまたアクシデントが起きないような体制を確保していただけるよう、担

当課としても引き続き調整を図っていかなければならない重要なことだと思っています。 

 今、浦島委員のほうからもありましたが、国は、保育士が足りないというところから、

保育士のかわりではないですけれども、今まで看護師と保健師のみ保育士とみなすことが

できるとしていたところを、今度、准看護師も保育士とみなすことができるということに

しました。さらに、小学校教諭、養護教諭、幼稚園教諭等も保育士とみなすことができる

という対応があります。小規模保育事業などは、市町村長が保育士とみなす経験と知識が

あるという人を認定できるという内容の通知が出ております。市でも、７月１日から、そ
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のような形で各保育施設の体制をまた整備し直していこうと思っています。 

 ただし、このみなしについては、全体の必要保育士数の３分の１を超えてはならないこ

と等、細かく入っていますので、そのことで保育の質の低下にはならないような体制をと

りつつ、保育士の確保策を広げていきたいなというのが現状の考え方であります。 

全体的に数字的には、少し落ち込んではおりますが、もろもろそのような状況があっての

ことということで、ご理解いただければと思います。 

【箕輪会長】  浦島委員、よろしいでしょうか。 

【浦島委員】  はい、ありがとうございました。 

【箕輪会長】  ほかにご質問ございましたら、お願いいたします。 

 武田委員、いかがですか。 

【武田委員】  私、今学童の現状に詳しいと思うので申し上げますが、例えばこの数字

的に見ると、今大体ご説明になったとおりかなと思いますけれども、どういう運用をされ

ているかというところまで、説明だけ見るとなかなか判断が難しいなと思っています。 

 この会議の場でどこまでそこに踏み込めるかというのは、私もよくわかっていないので

すが、例えば学童の今の現状を申し上げると、１つは、四小の学童ですけれども、昨年度

から民間が入って運営していただいて、その中では、小さなことの積み上げではありまし

たが、保護者との間ではいろいろあったわけです。１つの学童の話にすぎないことですけ

れども、例えば今後、公設民営化を考えていく上での１つの参考にはなるので、そうした

事例をやはり、もう少しつぶさに見てもいいのかなと思ったりします。 

 ただ、そこまでやっていると切りがないということもあるので、どうすべきかについて

少し問題意識としては感じたところです。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。実は、前もっての質問のときに、学童について

は私のほうから質問をさせていただいております。アンケートをとられているということ

で、その内容について、もしお聞きできればと思いますが、いかがでしょうか。 

【事務局<中場子ども支援課補佐>】  学童保育室は市内１３の小学校全てにあります。

全ての学童保育室に対して、アンケートを行っております。アンケートでは、学童保育室

の満足度と質問が幾つか項目がありまして、回答を見ると、ほとんど「満足」、もしくは「や

や満足」と書かれていて、中には「不満「、「やや不満」というのもありますが、圧倒的に

「満足」と「やや満足」が多かったと思います。 

 自由記載欄では、これは賛否両論だと思います。アンケートは強制ではないので１００％
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回収できていません。アンケートを回答しないケースとしては、特に問題がないから回答

しないということが考えられます。何か訴えたいことがある場合は、回答すると思います。

さらに自由記載欄には、良いと思っていることよりも、心に引っかかっていることがある

場合に書く傾向があるのではないかということを前提にして読まないといけないと思って

います。 

 それは、やはりお子さんとスタッフさんとの相性もあるでしょうし、日々の出来事や、

こうしてほしい、というような要望も多いです。そんな中で、スタッフは、「親に対しても

非常に事細かく対応してくださって感謝している」、という言葉が多く書かれていたことが

印象的でした。 

 四小については委託ですが、「委託してよかった」、「委託した後のほうがよかった」とい

う意見もありますし、「委託する前のほうがよかった」という意見もあるので、これは一概

にどちらとも言えず、やはり賛否両論という言葉でくくらせていただきたいと思います。 

 全体としてその満足度を見てみると、「満足」、「やや満足」ということが多く見られてい

たかなと思います。雑駁な説明ですが。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。いかがですか。 

【武田委員】  そうですね、確かに公設民営の流れの中でもあるし、また日々の細かい

点については、その場、現場でよりよくしていこうという力が働いていくと思うから、そ

れは１つの見方かなと思うのですが。そこをどこまで細かく見ていくか、もとに戻ってし

まうのですけれども。例えば公設民営というのは１つの例で、幼稚園、保育園、この整理

番号の２、３、４ぐらいのことについても、例えば新しいところがどんどんできましたと、

それで人数的にはＯＫだけれども、そこが、とにかく人を入れるということだけで、ちゃ

んと運営されているのかとか、そこのチェック等がどんなふうになっているのかとか、そ

ういうところも含めてどこまで細かくできるかというところについては、問題提起してお

きたいと思います。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】  学童のことで補足させていただきたいのですが、

保護者からのさまざまな意見がありますので、全学童のスタッフさんの会議を月１回、定

期的に開き、そこで周知、意見交換をしています。その回、その回で議題を上げて話し合

いをしています。 また、スタッフさんの研修も行っておりまして、講師を呼んでの研修、

内部の研修、またスタッフさんになりたての新任研修、ベテランの方のための研修など行

っています。 
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【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 はい、お願いします。 

【間弓委員】  私立幼稚園の件で質問させていただきます。私も、子どもが幼稚園を卒

園しましたので、今は幼稚園の保護者という立場ではありませんが、お世話になった親と

しては、利用児の減少がとても気になっている部分であります。幼稚園も保育園に近づけ

るように、例えば延長保育とか、保育の時間の延長等をいろいろ考慮して、少しずつ保育

園に近づけるように頑張っているとは思いますが、減少傾向というのが今の現状だと思い

ます。この減少傾向は地域柄なのか、それとも全国的に幼稚園の利用数が減ってきている

のかというのが、１つ、質問です。 

 また、我孫子市は待機児童ゼロということを、３０周年ということですごく力を入れら

れていると思いますけれども、待機児童ゼロ、イコール、何となく小規模保育園とか、ゼ

ロ歳児から３歳児にかける保育のほうに力を市は入れているなという、そういう考えも持

っているんです。そのまま入園して、そのまま保育園を利用するということで、何かそう

いった市でも私立幼稚園に対する利用児童をもう少し上げていこうというお考えがあるの

かなということ。 

 そして、この私立幼稚園も認定保育みたいなのがありますね、そちらに移行することが

昨年度はなかったようですので、なぜそこまで至らなかったのかということを、お伺いし

たいと思います。 

【箕輪会長】  幼稚園の幼児の減少についてのところで、どういうふうになっていると

いうことが地域柄なのか、全国的なものなのかというところ。 

 それから、私立幼稚園として今後の見通しというところで、お願いします。 

【事務局<山﨑子ども部長>】  では、私からご説明させていただきます。幼稚園児の減

少は、やはり我孫子市特有の現象ではなくて、全国的な傾向になっているかと思います。

ですから、国も、認定こども園化というもの、そういう中の考え方の１つとして出てきて

いるのかなと理解しています。子どもの数は減っていますが、確実に働く保護者の数は増

えていて、保育園などのような保育施設を必要とするご家庭が増えてきているので、幼稚

園を選択できない、そういう家庭が増えてきての減少になっているのかと思っています。 

 ただ、少ないながらも、我孫子市の場合、幼稚園の在園児数も急激に減ってきているわ

けではなく、ここのところ横ばい傾向が見られるので、各幼稚園で、我孫子市内の場合は

全ての幼稚園で延長預かりを実施していただいて、長いところでは、保育園と同様に朝７
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時から夜７時までお預かりしてくださるような幼稚園も出てきています。そういうところ

で、ほんとうはもっと減ってしまうかもしれないのを食いとめているような状況があるの

かなと理解しています。 

 先ほどお話ししたとおり、保育を必要とするご家庭が増えてきているので、保育園を希

望するのに入れないという状況は好ましくないというところで、市のほうとしては保育施

設を増やさざるを得ないというか、そこはきちんと確保していかなければいけないという

ところで、保育園や小規模事業者を活用しながら、市の中で保育の拡充をしていくという

形になっています。 

 ただ、１つとしては、今お話ししたとおり、幼稚園の延長の預かり保育は、すごく有効

だと思っていますので、市単独で幼稚園に預かりの状況に応じて補助もお出ししています。

それから、あと利用する保護者の方も就労の一定の条件の中で働いてくださる方には、保

護者の方へも助成金ということで補助をお出ししています。そのあたりで、就労が常勤で

８時間労働でもなかったら、幼稚園の選択もできるような形は市で作っています。 

そのあたり、バランスをとりながら、これからも進めていかなければいけないというとこ

ろを考えています。 

 既存の園が認定こども園に移行しない理由ですが、昨年４月の子ども・子育て支援制度

をスタートする間際というのは、なかなかここの整備がきちっとできない中でスタートし

ました。そのときに認定こども園に移行するに当たり、私立の場合は経営というものがあ

りますので、今の幼稚園から認定こども園に移行すると、いただく補助等の部分が目減り

するような状況も見られていたので、そのあたりで幼稚園のほうも、それなら新しい制度

に乗ろう、という決断ができないままで来ているのかなと思っています。 

 ただ、１年やってくる中で随分スタート当初とは、内容にも変わっているところがあり

ますので、そのあたりも踏まえて、これから幼稚園のほうがまた先々の子どもの情勢や、

社会の状況をにらんで、どう移行していくのかというところを、もしご相談があるなら、

遠慮なく担当課のほうに来ていただいて、相談をしながら移行していきましょうというこ

とで、各幼稚園にはお願いしております。強制するものではないので、今はそのような状

況の形で流れているところです。 

 ちなみに茨城県ですと、県を挙げて認定こども園になりましょう、というような動きが

ありました。全国的に見ますと、県を挙げて行っているところは、幼稚園も私学助成を外

れて、認定こども園になったり、施設型の幼稚園になったりとか変わっておりますが、千
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葉県の場合はそこまで県もまだ力を入れていないと言いますか、はっきりとした方向性を

示していない中でスタートしましたので、我孫子市内、また千葉県内の中ではあまり動き

が見られていないという状況があるかと思います。以上です。 

【箕輪会長】  ほかにご質問ございますか。 

【伴 委員】  質問というのではないのかもしれませんが、小規模保育園ができてくる

ということで、とりあえずここのところはゼロ歳から２歳のところで小規模に入れておい

て、その後、不安なのは３歳児以上になったときどうするの、というのが不安で、３歳児

になったら、今度は幼稚園に行ってね、みたいな考え方なのかなと思ったのです。現実的

に言うと、下の子が生まれると、２園に預けるというのは結構大変で、それはまた待機児

童はゼロなのかもしれないけれども、忙しいお母さんがこっちに乳児を預け、幼稚園に迎

えに行き、という状況は、待機児童がゼロだから良い、というものでもないのかなという

ことを感じるんです。 

 そういうことも含めてですけれども、我孫子市の保育の流れが公立から委託とか、私立

のほうにどんどん移行しているなと、それが学童にまで及んでいるなというところが、今

後、どういうふうに私学全体を我孫子市がまとめていくのかというところも含めて、問題

ではないかなというふうには漠然と思っています。 

 学童とかいうのは、もともとから言うと、親御さんたちが自分たちでつくった。施設だ

けをつくってもらって、自分たちで運営していたという公設民営みたいな形がスタートで、

あまりにも父母会でやっているのは、お金の計算とか何かも含めて大変だというので、公

設公営になるという流れがある中で、今の民営化というのはそうではなくて、事業者さん

に委託をするという形なので、違うといえば違うのですけれども。 

 親御さんは、自分たちの子どもを自分たちで、というところからはどんどん離れていく、

我孫子市が直接に、というところからもどんどん離れていく。そういうところで、市民の

子どもに直接かかわっていく、かかわり度合いや、子どもにかけるエネルギーのようなも

のが、どんどん事業化されていくときに、子どものことを考えてなのか、親の都合を考え

てなのかというところのバランスをとるのは難しいなと。それから、全体に統一感を持た

せていくのは難しいと思うのですけれども。 

 公立を続けていくということ自体は非常に難しいことではないかいうのも感じるのです

が、私立を増やして、公立を減らしていくということが、我孫子市の考え方の中でどんな

バランスというか、どのような考え方でそうなっているのかということを、お聞きできれ
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ばと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 まず１点目に、３号認定の乳児のお子さんが幼児になったときに、どういう方向に向か

っていくのかという点と、もう一点は、先ほどの武田委員の質問とも関連してくると思い

ますけれども、市民の方の手を離れて事業化されていくことによって、質だったり、そこ

に保護者がかかわっていくというエネルギーの持ち方だったり、そのあたりをどのように

執行して、私立が増えていくことで、いろいろな質の園が出てきて、学童がもしこれから

民営化されていくと、いろいろな形の学童が出てきてとなったときに、市としてどのよう

に質の担保を図っていくかというところをお答えいただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

【事務局<山﨑子ども部長>】  では、私からは、保育関係の話をさせていただきます。

３号認定から２号認定の幼児にかかるところですが、小規模保育事業所に関しては、設置

するときに必ず３歳になるときにはこちらの園に行けますよというような園との連携を持

たなければいけないというのが１つあります。昨年の１１月に開園しましたぴくしーらん

どにおいては、川村学園女子大学附属保育園に３歳になったら行けますよ、ということは

打ち出しているところです。 

 しかし、保護者の方がそこの園は嫌だということでしたら、別の園を選択できるという

流れはありますが、運営としては、３歳になったときにはここの園に行けます、というこ

とも打ち出しながら、小規模保育事業所を進めていただくような形になっております。後

ほど説明いたしますが５月２４日に若松に小規模保育事業所を１施設開設しましたが、そ

こも市のほうが調整をさせていただいて、連携できるような施設をつくっていくというよ

うな流れです。があって。丸々市が事業者任せにするという形ではなく、きちん確保でき

るような体制を市としても協力させていただきながらつくり、３歳になったとき、園児が

路頭に迷わないような体制はつくっているところです。 

 そして、乳児と幼児が分かれてしまうというお話もありました。現在の我孫子市の中で

は、別々の園に通わなければならないという状況は、今のところ発生はしていないと認識

しています。これが、年度末になってくると、月ごとの入園ですので、どうしても同じ園

に入れず、数カ月間別々の施設にということは、ほんの数件ですが出てくることは確かに

ありますが、年度初めにはそれはクリアできるような形にして、保育をできるような形に

持っていっている現状があります。 
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 小規模保育等を希望する方は、実際直に事業者さんに行って、まずは保育内容等をよく

理解していただいて、承諾を得るというところが１つありますので、ご兄弟のいる方は最

初から保育園のほうを希望して、入園するというような考え方を持って動かれるケースの

ほうが多いように思います。 

 そして、これまでも会議で何度となくお話はさせていただいておりますけれども、現在

公立園だと、国の補助金が園のほうにはついてきません。一方、私立園には明確に国や県

のほうからその事業に対しての補助金が入り、市からと合わせて委託をお願いしていくと

いう形になっています。そのため、どうしても今は全国的に公立園を増やすよりも、私立

の園を増やしていこうという考え方であって、我孫子市の場合もそれに沿っての動きにな

らざるを得ないところもあります。 

 ただし、いろいろな運営事業者さんがいる私立が増えてくるということは、確かに質の

低下というところはすごく危惧するところですので、我孫子の保育の場合ですと、数カ月

に一度は園長先生たち、公立、私立、一堂に会して情報交換をする機会ですとか、職員も

全職員を対象に研修する機会を設けたりしています。また、最近は、公立でやっていた年

齢別会議ですとか障害児会議のほうにも私立の出席をお願いして、みんなで質を上げてい

こうという形でいろいろ取り組んでいるところです。これからもそのあたりは、来年、私

立が増えてきたりもする中ではありますが、みんなで調整をとりながら、質の低下だけは

しないような形を強くとっていかなければいけないと認識しています。保育については、

そのあたりでよろしいでしょうか。 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  学童についてですが、学童の民営化についての考

え方ですが、主としては積極的に民営化を進めるという立場ではいません。ですので、な

るべく公設公営でという考え方を持っています。 

 ただ、市全体の中で、市の行っている事業を民営化できないかという考え方があります。

提案型公共サービス民営化制度というものがありまして、これは毎年７月ぐらいに市の全

事業――１,２００ぐらい、公表しまして、民間の方から、この事業は、じゃ、うちで担え

るよというものは手を挙げてもらい、どういうことができるかというものをまとめていた

だいて、申請していただいて、外部の人間が入った検討委員会があるんですけれども、そ

れをそちらのほうで検討していただくと。これだったら、行政が行うより民営化したほう

がメリットがあるのではないかという場合は民営化していくという方法をとっています。 

 四小の場合も提案型で事業者が手を挙げてきたというところがあり、その検討委員会の
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中でも検討した結果、いわゆるサービスが向上するというところ。あと、費用的にも行政

が行うより抑えられるのではないかというところで、四小については民営化をしたという

ことです。 

 ただ、民営化したからといって、市として全くかかわらないということではなくて、む

しろ、ほかの学童保育よりも四小のほうが市のほうも積極的にかかわっているという状況

で今行っています。先ほど中場のほうから研修の関係もお話がありましたけれども、そう

いった市で行う研修に関しては全て、四小のスタッフも一緒に出てもらうということで今

やっております。移管した当初はちょっとばたばたしたというところもありますけれども、

ここに来て大分落ちついてきたのかなというところも思っております。 

 昨年１年間やってきているということで、当然それはどういう結果だったかという検証

も必要だろうとは考えております。市のほうの考え方としては、そういったところになり

ます。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 丸山委員、いかがでしょうか。 

【丸山委員】  今保育のお話で、幼稚園の利用者の数の減少、昨年の保護者のアンケー

トか何かで、幼稚園に通わせたいという数字のほうが多かったようなアンケートがあった

のを記憶しています。ですが、各家庭の状況などで保育園のほうに通わせていると。こう

いったアンケートの結果があるのですから、私立幼稚園側もこういった意見をチャンスと

捉えて、もっと密にいろいろ協会として何か活性化ができないものかというのは、個人的

には考えておりました。 

 それと、もう一つ、昨年も私、事務局のほうに、我孫子市にはなぜ公立の幼稚園がない

かということを質問させていただきました。そのときのご回答が、よくわからないという

回答でした。いろいろな背景があるとは承知しております。個人的には保育園のニーズ、

必要性というのは重々理解しているつもりです。我孫子市には、ぜひ公立の幼稚園を建て

ていただいて、全国的にというお話がありましたけれども、私立の運営ということの流れ

のようですけれども、やはり私立がどんどん増えていきますと、どこかで競争が激しくな

って、足並みがそろわず、子ども、保護者の不利益になりかねないような状況も起こり得

るのでは、と思っておりますので、我孫子市には勇気を出していただいて公立の幼稚園を

ぜひ検討していただきたいなと思っているところです。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。幼稚園についてということですけれども、事務
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局、お願いします。 

【事務局<山﨑子ども部長>】  私からご説明させていただきます。確かに幼稚園の園児

数が年々減ってきているということです。我孫子市内の幼稚園は昭和５０年前後にできて

いるところがほとんどです。そうすると、ちょうど子どもがすごく増えていった時期です

ので定員数が３００人、４００人と大きくなっている中で運営されています。それが減っ

てきているので、経営者である法人はすごく危惧しているところだと思います。市として

もいろいろご協力はさせていただくところですけれども、運営者自身の教育方針ですとか

をいろいろ考える中で活性化していくことはすごく大事だろうと、丸山委員と同様に感じ

ているところです。 

 それとあわせて、公立幼稚園の設置についてなんですけれども、昭和５０年頃の増えて

くるころに公立保育園の設置を考えた時期も市としてあったように思います。また、それ

に合わせ協議するような、審議会のような形も残っていたりすると思います。しかし、現

在はほんとうに園児が減ってきています。定数からすると、どこも定員割れしているよう

な状況であります。そういうなかで、認可は、県の学事課というところで行いますけれど

も、地域の利用率だとか、状況とかを加味して、どれだけ公立でやる場合の運営費等が入

ってくるのか、かかってくるのか、というところは詳しくわかっていないのですが、その

公立幼稚園の設置は難しいのかなというところです。考え方としてはそういうことです。 

【箕輪会長】  よろしいでしょうか。 

 では、次に、②子ども総合計画重点事業 平成２７年度実績報告について、事務局より

説明してください。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】   

― 子ども総合計画重点事業 平成２７年度実績報告について説明 ― 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ご質問等、お願いいたします。 

【武田委員】  一応５つ程度の事業を選んでというのがあったと思いますが、５つは、

私はあまりどう選んでいいかわからなくて、選べなかったのですけれども、５つずつ皆さ

んの意見を聞いた上で、今年度は５つではなくて、幾つぐらいというイメージがあれば教

えていただきたいと思います。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】  武田委員がおっしゃったように、事前に５つ程

度を目安ということでお願いしてあります。あくまでも５つは目安です。６３事業を今年
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度全て見ていくことは非常に難しいので、委員の方々で意見を出し合っていただければと

思います。例えば１つの考え方として、６つの目標という柱を立てておりますので、それ

ぞれの目標から１つずつ選ぶという方法もあると思います。または、事業の目標値と実績

値に乖離があったものや、見込んだ目標値があるけれども、ニーズに合っていないと思わ

れるようなもの、そういったものを選ぶことも考えられます。数はあくまでも目安として

５つですから、委員の方々で意見を出し合って絞っていただければ結果として、３つでも、

６つになってもよいと思います。そして皆さんが今後進行管理をしていく上で、力を入れ

たい事業や、重点的に見ていきたいものを選ぶ方法もあります。        

また、委員の皆様は本日で今任期中最後の会議になりますが、この事業についてはこの

ような考えがある、こんな思いがある、という次の委員さんに伝えたいことなど、お考え

をお聞かせいただきたいとも思います。 

 【武田委員】  ありがとうございました。目安が知りたくて、５つずつ聞くけれども、

実際には１０ぐらいとか、１５ぐらいなのかなと思ったのですが、大体５、６ぐらいとい

う感じですかね。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】  そうですね。進行管理していく上でやりやすい

数がよろしいかと思います。 

【武田委員】  そうですね、確かに。済みません、１つ気になったのが、今までもある

程度議論があったかと思いますが、例えば大きな３番とか、教育系のところは、教育委員

会のほうで別にパッケージで見てもらっているのであれば、ここでやることがダブルにな

ってしまうのかとか、もしくは、例えばこの場で見るのは、ほかの事業と関係しているよ

うなところがあれば、ほかの項目と一緒に見てあげたほうがいいとかですね。 

 必ずしもほかで評価がされていれば、子ども・子育て会議でやらなくていいことだと思

いますけれども、そういう意味で、ほかでも評価されているものがあるかどうかというこ

とと、例えば一時期あった行政事業レビューのように、効率性の観点で見ているところが

もしあるのであれば、この会議ではその観点はあまり考えないで、むしろ子どものためと

か、そちらに力を注ぐことができるので、そういった観点で別の指標で評価されていると

ころがあるかどうか、もしわかればありがたいですが。 

【箕輪会長】  別の指標で評価されているものはありますか。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】  １つの目安としては、評価表のほうに、法定業

務か否かということの表示があります。例えば３－８国際理解教育の推進は法定業務にな
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っておりますので、当然教育委員会でも実績を上げた評価報告というのはしていると思い

ます。法定業務か否かの表示は１つの判断目安になると思います。 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  それから、他の評価方法もあるかどうかというこ

とだと思います。市の全事業について事務事業評価表というものがありまして、そこで全

事業を評価しています。例えば事務事業評価表を確認したいということであれば、それは

取り寄せることも可能かなと思います。 

【箕輪会長】  ほかにご質問、ございますでしょうか。 

 それでは、今、武田委員のほうから今年度の進行管理のお話も出ましたので、また内容

について質問がございましたら、この間にでも質問していただければと思います。 

 先ほど皆さんに見ていただいた子ども・子育て支援新事業については、我孫子市行動計

画として国の指定事業となっておりますので、千葉県の報告及びホームページでの公表が

必要となっております。事務局のほうでお願いいたします。 

 そして、今から重点事業についてですが、大体皆さんに５つほど選んでいただいたかと

思いますので、中心としてこれから進行管理を事務局のほうにしていただくものを決めて

いきたいと思います。 

 それでは、何かご意見がございましたらと思うのですが、絞っていくのも大変かと思う

ので、先ほど事務局のほうから５つの中から１つずつという案と、それから、この会議で

もいろいろ皆さんの声があって、特にというところは、皆さん多分共通してあるかなと思

うので、そこから選んでいくという方法もあると思うんです。まず、選び方についてなん

ですが、何かご意見がございましたら、お願いいたします。 

 伴委員、いかがですか。 

【伴 委員】  柱ごとに１つというのは考え方だろうと思ってはいましたが、何と言え

ばいいか、どうしても見ておきたいというのが、配慮を必要とする子どもと家庭への支援

というのか、市民が協働してというか、市全体の子どもたちのことを全体としてどうして

いくかというのとはちょっと別なところで、生きるか死ぬかではないですけれども、虐待

とか、障害とか、何かリスクを背負ってしまった子どもさんを持つ親御さんも含めて、支

援の少ないところについてのサポートがきちっとできているかなというのは、この会議で

は注目をしていただきたいなとは思います。 

 配慮を必要とするお子さんの家庭についての支援とかかわる部分で、ほかのところ、そ

れは、そのお子さんたちにだけではなくて、全体にもかかわる中でというような事業を選
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択していくという必要もあるかなと。例えばライフサポートファイルの配布というような

ものは、本案としては特定の配慮を必要とするお子さんについての効果が一番高いと思わ

れますし、そこのところを狙っているとは思うんですけれども、それを普及するためには、

全員への配布をしていかないとなかなか難しいだろうなと考えるので、そういう観点です

かね。 

 それから、乳児のときに虐待だとか、障害だとかというところでサポートされてきた人

たちの学校に入ってからの支援員のつけ方ですとか、就学の手続のことですとか、そうい

うような流れというものがあるかと思うので、私としては、支援を必要とするというとこ

ろを中心に考えて、そこからさかのぼってというのを１つの柱にしてと考えています。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 では、浦島委員、いかがでしょうか。 

【浦島委員】  今の意見、基本的に賛成です。そういう視点、やはり我孫子市という、

私のイメージが、特徴として、いろいろなリスクを持った家庭や、ハンディを持ったお子

さんに対する考え、支援というのは、大変幅広く投影されてきていると思います。その意

味から、ここを充実していく、あるいは支援を考えていく、そういう視点が大事なことな

ので、この会議でそういう視点をぜひ受け入れたものとして、指標、あるいは流れに含め

て考えていくのであればいいと思います。 

 それが、我孫子市として、言葉が適切かどうかわかりませんが、これは売りだというも

のがあるのかもしれませんが、そういう視点もあれば、また考えられるかなと思います。

以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 武田委員、いかがでしょうか。 

【武田委員】  私はもともと何か視点を１つ決めて、それで関連するものを５つなら、

５つ選ぶというやり方がいいなと思っています。私、自分自身でどの切り口がいいかなと

いうものがすぐに決められなかったのですが伴委員のおっしゃった意見はいいと思います。 

【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】  そうですね、手助けが必要な子も年々増えてくる中で、そういった学校

支援員さんの必要性とかも感じていると思うので、その子をすぐに親としても認めて、そ

ういう手が必要な方にはサポートをつけて、その子の居場所というのを早く見つけてやっ
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ていけたらいいなと、私も考えております。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

   辻岡委員、いかがでしょうか。 

【辻岡委員】  私も皆さんの意見に賛成です。そして、やはり自分自身に関連すること

に対しては、内容は詳しいですし、例えば自分の回りで配慮を必要とするお子さんがあま

りいない場合は、事業を見てもぴんと来ないし、ああ、そうなんだなとは思うんですけれ

ども、ここをこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかというところま

で考えが及びませんので、自分にかかわりの深いところを重点的に見ていけるといいかな

と思います。 

 それとともに、やはり虐待の件数が増えてきたのは、虐待相談電話「１、８、９」のテ

レビＣＭでも、虐待に関する通報や、自分からの相談がしやすくなってきたことも反映さ

れていると思います。同時に、虐待されている子どもの対策だけではなくて、虐待をして

しまう親のところに、また子どもが戻っても同じことを繰り返してしまうので、親のサポ

ートを含めた、子どもが中心のものですけれども、その子どもが最終的に戻るのはやっぱ

り家庭であるので、親御さんのほうも支援して、双方にいいような方向に向かっていける

ような支援をもう少し充実していくといいと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 丸山委員、いかがでしょうか。 

【丸山委員】  ほぼ皆さんと同じ意見です。あと選び方ですね。 

【箕輪会長】  はい、選び方です。 

【丸山委員】  私は皆さんと意見は同じで、当然自分の得意な分野といいますか、そう

いったものはありますが、委員として出席させていただいていますので、前回同様といい

ますか、この３つの支柱の中を挙手制でもいいですし、何番をどなたがという形で並べて

あげて、新たな視点で見ていくということもよろしいのかなと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 それでは、まず基本的に配慮を必要とする子どもと家庭への支援というところの柱を中

心にしながら、そこに関連するものや、皆様それぞれご関心のあるところがあるかと思い

ますので、そういう形で、まず配慮を必要とする子どもと家庭への支援というところを柱

としながら、その中で特にというものを選び、その後、そこに関連する部分や、ほかに皆

さんのご関心のあるところでということで、最終的に５つ前後を選んでいきたいと思いま
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す。ただ、５つに限定するというものではありませんので、まずは忌憚のないご意見をい

ただいて、その中から絞っていくなり、そのまま間引いていくなりしたいと思います。 

 それでは、まず配慮を必要とする子どもと家庭への支援という部分で、特にここを見て

いくというところでご意見、お願いいたします。それでは時間の関係がありますので挙手

していただいてもよろしいですか。では、まず、子ども虐待防止対策地域協議会の運営と

いうところについて見ていくのがいいのではないかというご意見のある方、挙手していた

だけますでしょうか。整理番号は６－１子ども虐待防止対策地域協議会の運営です。 

【浦島委員】  質問があるんですけれども、指標が解決または終結した貢献度というこ

とが書かれていますが、これは割合ですか。 

【箕輪会長】  いかがでしょうか。 

【事務局<三澤子ども相談課長>】  実際に相談を受けて、場合によっては１年単位で終

わらないケースもあり、複数年にわたってかかわっている場合もあります。虐待ケースの

場合には、見守り期間を半年間としています。半年間見た上で、特に問題がなかったとい

う場合には、一回終結という形をとっております。解決した部分のところと、総件数のと

ころでの割合を出しています。 

【浦島委員】  割合ですね。 

【事務局<三澤子ども相談課長>】  はい。 

【箕輪会長】  済みません、事務局に質問ですが、先ほどご意見があったように、例え

ば虐待の防止というのは、多分この１事業ですけれども、例えば障害児というふうになっ

てくると、整理番号６－５から６－１０、１１という、幾つかの事業がありますけれども、

そこをまとめて見ていくこととかも可能でしょうか。 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  複数課にまたがっている事業になりますので難し

いと思います。 

【箕輪会長】  わかりました。 

 次に６－２ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金について見ていくのがいいのではない

かというご意見の方、いらっしゃいますか。では、６－３ひとり親家庭等相談等、６－４

児童育成手当支給事業、６－５療育・教育システム連絡会の運営、６－７障害児通所支援

事業の給付、６－８障害児・者移動支援事業、６－９教育研究所アドバイザー派遣事業、

６－１０障害児相談支援事業、６－１１児童発達支援事業、６－１２小中学生のためのい

じめ・悩み相談ホットライン、６－１３心の教室相談員の派遣、６－１４適応指導教室「ヤ
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ング手賀沼」の運営。 

 ありがとうございます。まず、この中で手が挙がったものですが、６－１子ども虐待防

止対策地域協議会の運営と、６－１０障害児相談支援事業、６－１２小中学生のためのい

じめ・悩み相談ホットライン、そして６－１４適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営でし

た。 

 挙手の数が多かった６－１０障害児相談支援事業につきましては、進行管理していくと

いうことでよろしいでしょうか。 

そうしましたら、あと手を挙げていただいたものについて、これはというものがございま

したら、ご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【丸山委員】  私、小中学生のためのいじめ・悩み相談ホットラインに手を挙げたんで

すが、学校のほうですと少年指導員というところで活動させていただいていまして、そち

らの会議の中で、当然小学校、中学校、いじめのようなものが保護者の中ですけれども確

認できるという意見も交わしております。その中で、保護者の悩みといたしまして、当然

小中学生ご本人が連絡することもありますが、やはり保護者のほうが連絡することが多い

ようです。 

 １度、その話し合いの中で文言が挙がったのが我孫子市、千葉県、全国的な組織といい

ますか、いろいろなホットラインがあるわけです。その中で、どこに保護者として連絡し

ていいかわからないといった、悩みなども共有しています。ここはちょっと、個人的に私

は知りたいと思ったので挙手させていただいた次第です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ほかにご意見ありますでしょうか。 

 それでは、今ご意見をいただきましたけれども、その前の部分について、まず検討させ

ていただいてから進めたいと思います。それでは、また戻りまして、地域で支える子育て

支援のところからです。挙手していただいてよろしいですか。 

 それでは、Ａ３の重点事業一覧を見ていただいて、手を挙げていただけたらと思います。

まず、１つ目の柱から、子育て支援サービス・利用者へのコーディネートの推進、子ども

関連情報の提供、若者定住化に向けての情報発信力の強化、子ども総合相談の推進、ライ

フサポートファイルの活用・普及、子育てサポーターの養成と地域活動の推進、子どもの

居場所づくり、手賀の丘ふれあい宿泊通学、子ども医療費助成事業、私立幼稚園の運営支

援、特定不妊治療費助成事業。 

 では、柱の２つ目です。子どもと子育て家庭の健康づくりで、５歳児健康診査、４カ月
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児相談、小児のインフルエンザワクチン接種費用助成、２歳８カ月児歯科健康診査、５歳

児健康診査、フッ素洗口事業、歯みがき食育指導、休日診療所の運営、小児救急医療整備

事業。 

 ３つ目の柱、教育を通して「生きる力」を育む。幼稚園・保育園・小学校の連携の強化、

小中一貫教育の推進、キャリア教育の推進、市民図書館と学校との連携、小学校プールの

一般開放、教室環境の整備、学級支援員派遣事業、国際理解教育の推進、手賀沼船上学習

の実施、全量我孫子産米での学校給食の実施、子ども議会、新春マラソン、アビコでなん

でも学び隊、めるへん文庫、児童へのサービス、「てがたん」の実施、子どもＮＰＯボラン

ティア体験。 

 ４つ目の柱、子育てに優しい生活環境です。若い世代の住宅取得補助金事業、個性と魅

力ある遊び場の整備、公園のバリアフリー化推進、市内街頭パトロール、交通安全思想の

普及、ホールボディカウンター測定費用助成事業。 

５つ目の柱、仕事と家庭の両立支援。子育て世帯にやさしい企業を目指す取り組みへの

支援、産休・育休予約事業、休日保育事業、幼稚園における子育て支援事業の実施、enjoy

パパ応援プロジェクト、特定事業主行動計画。 

 そして、配慮を必要とする子どもと家庭への支援ということになります。 

 ありがとうございます。 

 それでは、多かったものですけれども、まず、１の地域で支える子育て支援ですが、子

育て支援サービス利用者へのコーディネートの推進で、５名の方が手を挙げていらっしゃ

いますが、こちら進行管理の対象としてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【箕輪会長】  次に、前後してしまいますが、次に多かったのが、３の教育を通して「生

きる力」を育むというところの、幼稚園・保育園・小学校の連携の強化、こちらについて

も５名の方が挙げられていますが進行管理の対象としてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【箕輪会長】  それから、先ほど出た配慮を必要とする子どもと家庭への支援のところ

で、障害児相談支援事業、こちらについても進行管理の対象とすることでよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

【箕輪会長】  今３つの事業について決まりました。あとは、数が多いものとしては、
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１の地域で支える子育て支援のライフサポートファイルの活用、そして子どもの居場所づ

くり――あびっ子クラブですね、私立幼稚園の運営支援。３つ目の柱の教育を通して「生

きる力」を育む、の中の学級支援員派遣事業、５つ目の柱の仕事と家庭の両立支援の休日

保育事業ということになるかと思いますが、先ほど丸山委員からもご意見がありました、

いじめについてのホットラインということも含めまして、皆さんのほうで特にこちらは対

象としていきたいというものがございましたら、ご意見をいただけたらと思いますが、い

かがでしょうか。 

【武田委員】  最初に伴委員がおっしゃったような、配慮を必要とする子どもへの支援

というところ、切り口として重点的に見るという考え方からは、１票を投じたいと思った

のが、６－１虐待防止対策地域協議会の運営と、少し戻ってしまいますけれども、３－７

の学級支援員派遣事業を個人的には追加したいと思います。 

【浦島委員】  確認ですが今の話の３－７学級支援員派遣事業ですけれども、これは今

１００の割合で目標値なんですね。１００ということは、学級支援員さんがいる数に対し

て、人数でしか宛てがわなければずっと１００ですね。というふうに、ここに書いてある

ことを理解したんです。ですから、ここで進行管理をしようとしたときに、来年１００あ

るということは見えている、このカウントの仕方だと僕は理解しているんです。その辺、

どう考えたらいいですか、あるいは事務局、どう考えたらいいですか。 

【箕輪会長】  事務局、いかがでしょうか。 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  指標のとり方が適当ではないかなというご意見だ

と思います。その辺は、サブの指標で何かとれるのかどうか、所管課とも協議はしていき

たいと思います。 

【浦島委員】  追加質問ですけれども、実際に絶対数として必要児童数、生徒数という

のは増えていると考えてよろしいでしょうか。 

【事務局<子ども発達センター所長>】  増えていると思います。 

【箕輪会長】  今の浦島委員のご指摘いただいたように、例えば１００％を超えている

といったものに対して、数字だけ見てしまって、水増しだという進行管理だと意味がない

かなと思いますので、進行管理をしていく質のほうで実際どういうふうになっていたのか

というところも見ていくという考え方でよろしいですね。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】  はい。この評価は、やはり市民から見てわかり

やすくなければ進行管理する意味がないと思いますので、この目標だとわかりにくい、と
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いうことであれば、所管課と相談して、サブ指標のほうでより見えるような形をとってい

けたらと思います。 

【箕輪会長】  ほかにご意見ございますでしょうか。今のところ、特に加えたいものと

して、３の教育を通して「生きる力」を育むの学級支援員派遣事業と、６の配慮を必要と

する子どもと家庭への支援というところで、子ども虐待防止対策地域協議会の運営と、そ

れから小中学生のためのいじめ・悩み相談ホットライン、この３つが挙げられています。

主にこれを入れたいというものはございますでしょうか。 

辻岡委員。 

【辻岡委員】  ライフサポートファイルの活用が、目標が達成されていないですね。こ

こは課題かなと思うので、これを重点的に見ていきたいなと今思いました。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

【辻岡委員】  例えば虐待の防止や、配慮を必要とするお子さんが活用することにより

愛着を持っていくということにもつながると思うので、ここは６番の配慮を必要とする子

どもと家庭への支援と関連づけた事業として重点を置きたいなと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 それでは、先ほど配慮を必要とする子どもと家庭への支援というところを柱にするとい

うところで、皆さん一致しているかと思いますので、まず、その６のところで、障害児相

談支援事業、そこに加えて、子ども虐待防止対策地域協議会の運営という部分と、今のに

関連しまして、１の地域で支える子育て支援、ライフサポートファイルの活用と普及とい

うものを挙げさせていただいてよろしいでしょうか。 

 それから、丸山委員のほうから出ました小中学生のためのいじめ・悩み相談ホットライ

ンについて、いかがでしょうか。こちらもということでよろしいですか。 

 そうしましたら、数が６つになるんですけれども、６番の配慮を必要とする子どもとい

うところを重点的に見ていくと考えまして。 

 では、もう一度確認をしたいと思います。まず１番、地域で支える子育て支援から、こ

この中では、まず、子育て支援サービス利用者へのコーディネートの推進、ライフサポー

トファイルの活用・普及、そして、３番目の柱、教育を通して「生きる力」を育むから、

幼稚園・保育園・小学校の連携の強化、そして、６の配慮を必要とする子どもと家庭への

支援から、子ども虐待防止対策地域協議会の運営、障害児相談支援事業、小中学生のため

のいじめ・悩み相談ホットラインということで、６事業になりますけれども、こちらを平
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成２８年度、進行管理していくということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、本年度は、ただいま皆さんに選んでいただいた６つ

の事業について、実績報告に基づき進行管理を行っていきますが、本日の会議の任期中、

最後の会になりますので、次期委員へというところの引き継ぎで、特にこういったところ

を見てほしいとか、そういった視点等がございましたら、ご意見いただけますでしょうか。 

【辻岡委員】  この今のメンバーがかわってしまわれる方はどのくらいいるのかにもよ

るかなと思うんですけれども。 

【箕輪会長】  それは、後で事務局のほうから説明があるかと思うので、まず、今の時

点でみんなかわるという前提でお話しいただけるほうがいいかなと思います。まず、先ほ

どからありましたように数値だけではなくて、実際に利用されたからや、子どものために

という観点でおっしゃっていただければというところで、どう見えるかというところを進

行管理で見ていけたらと思います。 

 今日の会議、ずっと先程から出ていると思うので、質というところを見えるように進行

管理をお願いしたいと思います。 

 ほかに、皆さん、何かご意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

 では、事務局で出された委員の意見について、会議録とともに送付していただけますよ

うにお願いいたします。 

 次に、報告事項、保育課所管事業について、事務局から説明をお願いします。 

【事務局<山﨑子ども部長>】  それでは、お手元には、資料の１ということで、平成２

７年度保育園の整備実績値、並びに２の２８年度保育園整備予定という資料をお配りして

いるかと思います。 

 まず、２７年度の実績というところでは、我孫子地区にあびこ菜の花保育園がこの２８

年４月１日から開設いたしました。２７年度、整備を進めていたということで、記載させ

ていただいております。１００名定員で、現在のところ５０名の利用者がいらっしゃいま

す。早くも予約の方もいらっしゃるということで、随時入園のほうは進めているような形

をとっておりまして、今のところ順調な運営が進んでおります。 

 そして、丸の２つ目、我孫子若松保育園。これは、若松通りのカスミの道路を挟んで向

かい側のビルの１階に設置した小規模保育事業所になりますけれども、５月２４日に認可

が取れまして運営に入っております。募集を随時しておりまして、実際は６月くらいから

の運営になっていくかなというところで、現在調整を図っているところです。 
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 天王台地区では、何度かこの会でもご紹介させていただいておりますけれども、昨年度

の１１月１日から、ぴくしーらんどという小規模保育事業所の運営が実施されております。

１９名の定員に対して、ほぼ満員、定数どおりの乳児のお子さんたちが入っております。

昨年度、１１月でしたので、３月にそこを巣立って保育園のほうに移られるという方々も

数名いらっしゃいましたけれども、皆さん、ご希望のところには入れるような状況で進ん

でおります。 

 それから、２８年度の保育園整備予定ということで、２のほうに移ります。我孫子地区

では、我孫子市寿の二丁目あたりになると思いますが、そこに、我孫子さくらっ子保育園

という小規模保育事業所が開設する予定です。１１月１日を開設日ということで、今工事

のほうを進め始めているところです。地主さんのほうが建物を建てまして、その１階部分

を保育施設として、この事業者さんが整備をして開園していくという流れになります。 

 裏面に移っていただきまして、天王台地区で、２つ、保育園ができます。１つが、天王

台ななほ保育園、仮称ですが開園されます。泉から行くと、葵の園という老人施設が交差

点の角にあるかと思います。その奥というか、並びになります。そこに７０名定員の木造

平屋建ての施設を建て、募集をかけていく予定です。 

 同じく仮称ミルキーホーム天王台園ですが、こちらは、もう少し天王台駅寄りの、ほん

とうに住宅地の中になりますが、７０名の施設をつくって運営していきます。ともに来年

度の４月１日からの開園を目指しています。１カ月ぐらい前になりますが、他市で地域住

民の反対に遭って保育園施設を断念するというような新聞報道がありました。我孫子のほ

うでも波紋を呼んでおりますが、今回、応募時にはその点に配慮し、どの施設も地域住民

の方のご理解をいただいているというもとでの応募にしており、市も承諾をしています。

そのような記事が出たことで、あえてもう一度、住民説明会を開き、支障のないような形

で施設建設を進めている状況です。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。何かご質問など、ございますでしょうか。 

 では、次に子育て交流フリーマーケットについて、よろしくお願いします。 

【事務局<山﨑子ども部長>】  こちらのカラフルなパンフレットをお配りさせていただ

きました。まさに今実施しておりまして、今日２時までの実施ということで、手賀沼公園

で大々的に行っています。ただ、今日の設定日が小学校の運動会と重なってしまうことも

ありまして、出展者を、７０募集しましたが、そこまで届かない応募数だったようです。 

 今朝、開設前ではありましたが私もその前を通ってきましたけど、にぎやかに始まる様
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子が見て取れ、また今日も人出が多くなるだろうと思っています。今年の目玉としまして

は、先ほどお話ししました待機児童ゼロ３０周年の記念イベントの１つということで、今

年は実施しておりまして、オープニングでは、公立保育園の保育士と園児たちが披露をす

るような形で始めます。そしてもう一つ、ふれあい移動動物園ということで、小動物とか、

ポニーちゃんにも乗れるというところで、そういう事業者さんたちにもご協力いただきま

した。また、飲食販売についても、お店のほうにも募集をかけまして、１０店舗近くは開

いていると思います。フリーマーケットを通していろいろな方たちが交流して、楽しい１

日を過ごし、我孫子のＰＲにもなればいいということでこのような形で開いておりますの

で、ぜひお立ち寄りください。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 続きまして、報告事項、子ども相談課所管事業について説明してください。 

【事務局<岡本こども発達センター所長>】  それでは座って失礼します。説明資料です

が、うす緑色の用紙の我孫子市こども発達センターと、黄色の用紙の我孫子市こども発達

センター、こちらの２つが主になります。 

 こども発達センターですけれども、この３月に新しく施設が建ちました。敷地内に既に

建物があるため、建築基準法では増築という言い方をしますが、実際は新築という形で２

階建ての建物が建っています。新築した建物が本館です。一番後ろの白いページで見ます

と、この太枠のところが、こども発達センターとして、この３月に新しく建てたものとい

う形になります。 

 この建物は、１階が児童発達支援センターになっています。平成２８年４月に、県に指

定の申請を提出しまして、５月１日に指定を受けました。１階部分については児童発達支

援センターとして通所事業のほか、県や市の指定を受けた支援事業を行っています。 

 ２階部分は、市の子どもの発達センターの単独事業として、相談、訓練等を行っていま

す。初回面接をしっかり行うため、最初にケースワーカーや、心理相談員、専門職、職種

が違う２名の者がお会いして、相談、子どもの観察をして、今後の処遇をどうしようかと

いうことになりますので、どうしても相談室、訓練室などの部屋の関係、相談をする職員

の関係などでお待ちいただく期間が１カ月を超えてしまうときもありました。それはいか

んという市長の話もありまして、今回のこの建物の増築では、訓練室、相談室の数を増や

していただき、現在は予約していただいて、３０日以内に相談を行えるようになりました。 

 我孫子市こども発達センターの主な事業は、相談事業、訓練事業、児童発達支援事業（通
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称ひまわり園）です。当センターに通う対象のお子さんは就学前の子です。それ以外の事

業として「相談支援事業なのはな」があります。ここではサービス等利用計画をつくって

います。他機関との連携では、就学前までの子を早期発見、早期療育につなげようという

ことで、健康づくり支援課の健康診断に発達センターの職員を派遣しています。 

 先ほどライフダイアリーのお話をいただきました。ライフダイアリーは、平成２３年に

配布が始まったもので、当初は支援が必要な子どもに、よりよいサポートを行うというこ

とで、ライフサポートファイル事業という名称で始まりました。しかし、発達で支援が必

要な子どもだけではなく、一人一人の子どもによりよいサポートを行うものにしようとい

うことで、我孫子市では、ライフダイアリーという愛称をつけて配布しています。 

 このライフダイアリーは、これまでは希望した方にお渡ししておりました。対象は広ま

りましたが、申請後にお渡しする形でしたので、広報などでお知らせしなければ普及でき

なかったのですが、今年度から、４月１日以降に生まれたお子さんについては、出生届を

提出したときにお渡しすることにしましたので、特に申請を必要としません。また、平成

２８年４月１日以前に生まれた方であっても、申請をしていただければお渡しする形で、

広く普及していきたいと思っております。このライフダイアリーの開発・普及につきまし

ては、市で開発・普及検討会議を設置し、そちらで構成、作成、活動等、決めております。

検討会議の委員は１０名以内で、健康づくり支援課、障害福祉支援課、子ども支援課、保

育課、子ども相談課、こども発達センター、教育委員会指導課、教育研究所の子どもの支

援にかかわる機関が集り内容を検討する形になっております。 

 このライフダイアリーは、使いやすい形にしておりますので、しばらくは普及をして、

普及していく中で実際に支援が必要な方に対しての様式をもう一度見直すことを考えてい

ます。今年度から数年は、皆さんがお持ちになって活用できるものとして、これをしっか

り普及して、その中で支援が必要な子に対しては様式を見直していくという形でやってい

こうと思っています。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。何かご質問など、ございますでしょうか。 

 では、報告事項の最後、子ども支援課所管事業について説明してください。 

【事務局<長谷川子ども支援課長>】  それでは、子ども支援課の所管事業ということで

ご説明させていただきます。まず、平成２７年度ですが、あびっ子クラブ設置につきまし

て、二小、高野山小、第四小学校の３校に設置しました。これで、全１３小学校中、１０

校にあびっ子クラブを設置したということになります。 
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 ２８年度ですが、さらに２校、湖北小が６月にオープン予定、新木小が来年の３月にオ

ープン予定しております。新木小については、子ども総合プラン行動計画の中では、２９

年度オープン予定でしたが、少しでも早くということで前倒しをして、来年の３月にオー

プンをするという予定でおります。湖北小は６月１日オープンですが、現在、全児童数の

うち約７割に当たる２４０人強が、既に登録を済ませている状況です。 

 学童保育につきましては、第一小学校の学童保育室、利用者が増加しているということ

で拡張工事を夏休みに行う予定です。９月１日から使えるようにする予定です。場所は、

今ある学童保育室の隣の工作室を改修して使うということです。工作室は、一小の第二校

舎の４階のほうに工作室を整備する予定でおります。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 何かご質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

 では、続きまして、４、次回の日程についてです。 

【事務局<中場子ども支援課長補佐>】次回は第２回となりますが、８月２０日の土曜日、

場所は本日と同じ市役所分館小会議室です。お時間は、９時半からで、新しい委員さんの

任期でのスタートとなります。 

【箕輪会長】ありがとうございます。これで議題及び報告事項は全て終了しましたが、そ

のほか、何かございますでしょうか。 

 そうしましたら、この委員での会議はこれで最後になりますので、簡単に一言ずついた

だければと思います。 

 丸山委員からお願いします。 

【丸山委員】  一般の市民参加という形で参加させていただきました。自分の知ってい

たこと、知りたかったこと、勉強不足なところもあるのですが、すごく、ますます子育て

に対して目を光らせられるようになったと思っております、この会議に参加させていただ

いて。今後も、いろいろな意見のやりとりで、よりよい我孫子市の子ども・子育て会議を

運営していっていただけたらと思っております。どうもありがとうございました。 

【箕輪会長】  ありがとうございました。 

 辻岡委員、お願いいたします。 

【辻岡委員】  保育園の保護者代表としまして２期連続携わりました。最初は、一言一

句、何を言っているのかもわからない状態でしたが、会議を続けるうちにだんだん市の事

業というものがどういうふうに行われていて、どういうふうな課があって、どういうふう
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なかかわりを持って、今自分たちがどういうサービスを受けているのかということを知る

とてもいい機会になったことをうれしく思っています。 

 来年度も続けさせていただきたいと思いますし、保育園を卒園した後も、次の委員の方

に引き継ぐ際にも、意思を引き継いで、今まで皆さんで培ってきたこの会議を続けたらな

と思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

【箕輪会長】  ありがとうございました。 

間弓委員、よろしくお願いします。 

【間弓委員】  幼稚園の保護者代表としまして、この会議に２年間参加させていただき

ました。会議にどれだけ私がお力添えできたかというのが不安でたまらなかったのですけ

れども、１つ、この会議に参加しまして、私自身、ほんとうに我孫子市のファンになった

なと思いましたし、子育てしてよかった、子育てがしやすいまちというのも痛感できまし

た。もっともっとすてきな我孫子市なので、何か違う形でも今後お手伝いできることがあ

ったらなと思います。ありがとうございました。 

【箕輪会長】  ありがとうございました。 

 浦島委員、お願いします。 

【浦島委員】  昨年度から新しい制度で子育てというものがスタートして、この会議は

そんなに力があるとか、何とかではないけれども、この中で真剣にお互い向き合って話が

できたことが、私自身もよかったし、何か、お互いに子どもや地域応援を自分ではよくで

きたかなと思います。私自身、個人的には大した力にはならなかったと思いますが、ぜひ

福祉と教育を重視する我孫子市として、ますます活躍できることを願っています。ありが

とうございました。 

【箕輪会長】  ありがとうございました。 

伴委員、お願いします。 

【伴 委員】  長くかかわらせていただいて、変な言い方ですけれども、楽しかったと

いいますか、保育園で息子がお世話になっているころから考えると、最初にこういう市民

会議に来たときは、老人福祉が圧倒的な分野で、子どもについて考えてくださいと言って、

一生懸命仲間の委員で考えて報告書ができましたといった中で、老人が９割くらいで、子

育ての部分に１割ぐらい。ええっ、これだけになっちゃったの、みたいなことをみんなで

話をしたのが、もう２０年ぐらい前になるかなと思います。そこから、ほんとうに子ども

というところに焦点を当てていただいて、どんどん子育てのしやすい我孫子市というのが
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実感できるようになっていったところをずっと見せていただいたというのは、私としても

とてもありがたかったです。 

 市の担当の方々、いろいろな課にどんどん異動されていくのが普通であるかなと思うと

ころ、長谷川課長とか、一旦去られても、また戻ってこられるとか、長く我孫子市の子育

て環境にかかわっていただける市の担当の方、それから、市長をはじめとして抱えていく

市政というか、行政のあり方というのも、安心をして見ていく部分があったので、ほんと

うにありがたかったと思っています。 

 若い方たちがまた中心になってというか、どんどんまた変わっていくと思うので、お任

せではなくて、自分たちで市民として言えることをちゃんと言っていくというような形で、

サポートでというか、見守るというか、そういう姿勢ができてきていることにもとてもあ

りがたく思いますし、このまま続けていかなければなと思います。ありがとうございまし

た。 

【箕輪会長】  ありがとうございました。最後に私から。まず、皆さんにたくさんの意

見を出していただいて、子ども総合計画のほう、先ほど山崎さんのほうからもお話があり

ましたけれども、この文言に皆様のお声を込めてこちらの計画ができましたことを、ほん

とうにうれしく思っております。皆様のご協力があったからこそだと思っております。ま

ず御礼を申し上げたいと思っております。ありがとうございました。 

 それから、こちらをまとめていくに当たって、事務局の方にはほんとうにたくさんのご

苦労をしていただいたと思います。ありがとうございます。 

 こちらの会議に参加させていただいて、皆さんのお話にもあったように、みんなで子ど

ものこと、子どものためにということを考えられたということ、いろいろな角度からご意

見をいただいたことで、こちらから見えていなかったことを教えていただいたこともほん

とうにたくさんあります。そこを、皆さんと意見を交換しながら、じゃ、我孫子市でとい

うところ、ほかの市町村にはないよさというところをもっとアピールしたいという皆さん

の思いや、じゃ、どういうふうにしていったらいいだろうということを真剣に考えられた

ということを、ほんとうにうれしく思っています。 

 こちらの計画というものが、きちんと実行されて、子どもたちにとってほんとうに役に

立つもの、子どもたちにとっていいものと実際になっていくように、次の委員に引き継い

でいけたらと思っております。ほんとうに、皆様、ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうから最後、何かございますでしょうか。 
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【事務局<長谷川子ども支援課長>】  今回で、このメンバーでの任期は終了ということ

になりますけれども、ぜひ続けられる方は、そのまま引き続き、続けていただきたいと考

えております。今回の任期で退任されるという意思を示されている方が二、三名いらっし

ゃいますけれども、ぜひ、続けられる方、この後また打診させていただきますが、よろし

くお願いしたいと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 それでは、本日予定していた議題全て終了しました。傍聴の方、いらっしゃいますので、

もし何かございましたら、お１人につき１回、３分以内でお願いできればと思うのですが、

いかがでしょうか。 

【傍聴者】  大丈夫です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ここで２８年度第１回の子ども・子育て会議を閉会といたします。長時間、

また長い間、ほんとうにありがとうございました。 

―― 了 ―― 


