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平成２８年度 第２回我孫子市子ども・子育て会議議事録 

 

● 開催日時 平成２８年８月２０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、○浦島委員、○増田委員、○菅原委員 

○松山委員、○鎌田委員、○辻岡委員、○間弓委員 

 (市職員) 山﨑子ども部長、星保育課長、小山保育課主幹、三澤子ども相談課長、 

岡本子ども相談課主幹兼こども発達センター所長 

  (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 

２ 委嘱状の交付 

３ 市長挨拶 

４ 委員紹介 

５ 職員紹介 

６ 会長・副会長の選出 

７ 会長挨拶 

８ 議題 

（１）子ども・子育て会議について 

（２）子ども・子育て支援事業（１２事業）について 

（３）平成２８年度進行管理（６事業）について 

（４）子ども部各課からの報告 

（５）次回以降の日程について 

９ その他 

10 閉会 

●公開・非公開の別  公開 

●傍聴人・発言者数  傍聴人 ４人 ・ 発言者 有 

●会議の内容 
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―― 議事録 ―― 

 

平成２８年度 第２回我孫子市子ども・子育て会議 

平成２８年８月２０日 

 

【事務局（長谷川子ども支援課長）】  それでは、定刻になりましたので、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。 

 本来であれば、我孫子市子ども・子育て会議条例の第６条に基づき、会長が招集すると

ころでございますが、委員の改選後、初めての会議となりますので、市長が招集させてい

ただきました。 

 会長選出までの議事進行を務めさせていただきます、子ども部子ども支援課長の長谷川

と申します。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、本

子ども・子育て会議も公開となります。議事の内容を録音させていただきますので、ご了

承ください。 

 それでは、委嘱状の交付になりますが、議事進行の都合上、お手元に配布させていただ

きました。お名前の書いてある封筒の中に入ってございますので、後ほど、お名前等ご確

認をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、会議の開催に当たりまして星野順一郎市長よりご挨拶申し上げます。 

市長、よろしくお願いします。 

【星野市長】－ 市長挨拶 － 

【事務局（子ども支援課長）】  ありがとうございました。 

 続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元の資料１、子ども・子

育て会議委員名簿をお配りしてございます。名簿の順にご紹介をさせていただきます。 

 まず、川村学苑女子大学教育学部幼児教育学科准教授の箕輪潤子様です。 

【箕輪委員】  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）】  続きまして、元市立小学校の校長をされておりま

した浦島誠様です。 

【浦島委員】  よろしくお願いします。 
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【事務局（長谷川子ども支援課長）】  続きまして、我孫子市子ども会育成連絡協議会副

会長の増田利明様です。 

【増田委員】  増田です。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）】  続きまして、障害者とのふれあいボランティアバ

ンド「ホットポットファミリー」の菅原紀子様です。 

【菅原委員】  よろしくお願いします。 

【事務局（長谷川子ども支援課長）】  続きまして、我孫子東高校教諭の伴火穂様でござ

いますが、本日、所用のため欠席でございます。 

 続きまして、布佐台幼稚園園長の水野克己様でございますが、水野様も、本日所用によ

り欠席でございます。 

 続きまして、慈紘保育園園長の松山益代様です。 

【松山委員】  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）】  続きまして、お子様が学童保育を利用されている

保護者の鎌田雄一様です。 

【鎌田委員】  鎌田です。よろしくお願いします。 

【事務局（長谷川子ども支援課長）】  続きまして、お子様が保育園を利用されている保

護者の辻岡望美様でございます。 

【辻岡委員】  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）】  続きまして、公募市民の間弓百合子様でございま

す。 

【間弓委員】  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）】  引き続き、市側の職員の紹介をさせていただきま

す。 

 まず、子ども部長の山﨑でございます。 

【山﨑子ども部長】  今日はお足元の悪い中お集まりいただきまして、ありがとうござ

います。皆さんの貴重なご意見をいただきながら、よりよい子ども行政を進めていきたい

と思いますので、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）】  次に、保育課長の星です。 

【星保育課長】  保育課長の星です。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）】  保育課主幹の小山です。 
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【小山保育課主幹】  小山でございます。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）】  子ども相談課長の三澤です。 

【三澤子ども相談課長】  三澤です。よろしくお願いします。 

【事務局（長谷川子ども支援課長）】  子ども相談課主幹兼こども発達センター所長の岡

本でございます。 

【岡本こども発達センター所長】  この４月から所長になりました岡本といいます。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）】  子ども支援課課長補佐の中場でございます。 

【中場子ども支援課長補佐】  中場です。皆さんと一緒に、皆さんの意見を行政に反映

できたらと思っております。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）】  改めまして、子ども支援課長の長谷川です。よろ

しくお願いします。 

 以上で紹介を終わらせていただきます。 

 なお、本日の会議は全委員１０名中８名の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の出席がなければ

会議を開き議決することができないとされておりますが、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。 

 なお、大変恐縮ではございますが、星野市長は公務のため、ここで退席させていただき

ます。 

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

－ 資料確認 － 

それでは次に、本会議の会長と副会長の選出に移りたいと思います。 

 子ども・子育て会議条例第５条第１項におきまして、「会議に、会長及び副会長１人を置

き、それぞれ委員の互選により定める」としております。委員の皆様方におかれましては、

会長、副会長の選出をお願いしたいと思いますが、どなたか立候補、ご推薦ございますで

しょうか。 

・・・ 

 いらっしゃらないようですので、事務局の案を提案したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【事務局（長谷川子ども支援課長）】  それでは、提案させていただきます。 

 会長に箕輪委員、副会長は伴委員にお願いしたいと考えております。伴委員は欠席でご

ざいますが、このことについては了解を得ておるところでございますが、いかがでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局（長谷川子ども支援課長）】  ありがとうございます。 

 それでは、会長に箕輪委員、副会長に伴委員でお願いしたいと思います。 

 早速ですが、箕輪委員、会長席に移っていただきまして、この後の議事進行をお願いで

きればと思います。 

【箕輪会長】  今、会長に選出されました箕輪です。どうぞよろしくお願いいたします。 

先ほど市長のほうからお話がありましたように、前の子ども・子育て会議の中で、子ど

もたちが幸せに育つようにということが会議の中で何度もキーワードとして出てきていた

かと思います。また、本日配られた資料、新しい委員の方には、子ども総合計画が入って

いると思いますが、理念として、皆さんで一緒に考えた「あびこの自然やひとの愛に包ま

れて子どもが自分らしく育つまち」という基本的理念というものを大切に考えて作り、そ

こをもとに計画というものを立てています。 

 その計画がしっかりと実現されて、子どもたちの育ちにつながり、また市長がお話にな

りましたように、子どもが我孫子で育ったということに愛着を持って、また誇りを持って

育っていけるようにしっかりと計画が進んでいくようにということを、皆さんで考えてい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速進めさせていただきたいと思います。 

 本日の傍聴人の方、入っていただいてよろしいですか。 

（傍聴者入室） 

【箕輪会長】  それでは始めさせていただきます。 

 本日の傍聴人の方は４名でございます。ご報告いたします。 

 続きまして、議事①です。子ども・子育て会議について事務局より説明をお願いいたし

ます。 

【事務局（長谷川子ども支援課長）】 

－ 子ども・子育て会議について説明 － 

【箕輪会長】  ありがとうございます。皆様、何かご質問等ございますか。特に新任の
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増田委員、菅原委員、鎌田委員、今の説明の中でおわかりにならなかったところとか、確

認したいところ等ございましたら言っていただけたらと思います。 

【増田委員】  大丈夫だと思います。 

【箕輪会長】  菅原委員、いかがですか。 

【菅原委員】  今回、初回ですので勉強させていただきます。 

【箕輪会長】  鎌田委員は。 

【鎌田委員】  はい、今のところは。 

【箕輪会長】  用語等も、いろいろと普段使わないものも出てきたりしますので、その

あたり、もし何かありましたら言っていただければと思います。 

 それでは、次に進めさせていただきます。 議事②の子ども・子育て支援事業（１６事

業）について、事務局より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（１６事業）について説明 － 

【箕輪会長】  ありがとうございます。こちらは、国ので指定された事業ということで、

ほんとうにやっていただけたらと思うのですが、補足いたしますと、目標値とか実績とい

うところで、目標というようなものがあると、どうしてもそれを達成していかなければい

けないと思い、そのように捉えられると思うのですが、例えば虐待のお子さんは減ったほ

うがいいですね。 

ですから、これだけ虐待の件数が多くなって相談ということではなくて、目標というより

も予想というふうに、そういった虐待とかそういったものに関しては、予想が大体これぐ

らいあって、それに対してどれぐらい達成したかというふうに見ていただけたらいいのか

なと思いますし、例えば整理番号１５番の児童虐待防止援助活動については、これが例え

ば目標値１２に対して実績５になっています。虐待が減って５になっていればいいですが、

この原因分析のところに書かれていますように、実際はあったにもかかわらず、相談員が

兼務していて対応できなかったために達成できていないというのは、やはり問題というか、

次の課題になることというように考えていただけたらと思います。 

 それから、１２番の子育て支援拠点事業につきましては、子育てしやすいまち、を目指

していく我孫子としては、こういったものに参加してくれるご家庭を集めるということが

いいことなので、逆に１００％を超えていくということがいいこととして捉えていただけ

たらと思います。目標と実績達成度の読み方が、ものによって、事業によって少し違って
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きたますので、そのあたり、もし何かわからないこと等がございましたら、ご意見やご質

問をいただけたらと思います。皆さん、いかがでしょうか。 

【間弓委員】  すみません。 

【箕輪会長】  はい、間弓委員、お願いします。 

【間弓委員】  整理番号５の延長保育事業の目標値が９万９,５３５に対して実績が５万

７,７０５となっていて、どうしてこんなに目標値が高かったのかと思うのですが。 

 ニーズに対応できておられるのはすばらしいなと思うのですが、目標値がこれだけ高か

ったら、ほんとうは隠れているニーズというのがあるのに対応できていないのかなという、

ちょっとネガティブ的な考えがありまして、なぜここまで離れているのか。 

【箕輪会長】  はい、お願いします。 

【星保育課長】  保育課の星です。 

 目標値ですが、こちらは計画どおり保育園を整備して、その整備した中で全児童が延長

保育を利用しても対応できる数値を目標値としています。その中で、７時から７時まで保

育園全園最低、やっていますから、それが全て必要ではないという保護者の方もいらっし

ゃいますので、実績としては約６割といった形になっているのが現状です。 

 ですから、あえてそれを整理するのではなく、計画として、今、特に保育園の新制度の

中で保育利用、短時間、８時間利用する人、もしくは１１時間、１２時間まで利用できる

標準認定、そういった２種類の認定がされるような形になっていますので、より今まで長

時間必要ではなかった方も短時間という選択肢ができていますので、そういった意味では、

やはり６割程度にまとめられる。ですから、利用が少なくても、我孫子市の保育園に入る

児童に対しては、そういった、ある程度利用できるといった計画が必要となっています。 

【間弓委員】  ありがとうございます。 

【箕輪会長】  ほかにご質問はございますか。辻岡委員、どうぞ。 

【辻岡委員】  今の数値と実績のカウントの仕方ですが、朝の時間外と夜の時間外を分

けてカウント、例えば朝だけ利用して夕方利用していない場合は１なのか、両方利用して

いたら２なのか。どちらか一方を利用していたら１なのか、カウントの仕方が少し気にな

った点です。 

【星保育課長】  カウントの仕方としては、朝と晩の時間外の利用時間がありますが、

実際の具体的な事務的なカウントの仕方は６時半の人数をカウントしています。 

 ですから、朝利用している人たちはカウントはしていません。国の補助の関係がありま
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して、具体的なお話をしますと、国から実際に保育園の開園時間は認可基準上、１１時間

です。ただ、延長を１時間、２時間、３時間、さらに延長するのであれば国の補助をいた

だきながら延長保育を長くするといった制度がありまして、実際に国が言っている延長時

間というのは１時間です。それが１８時から１９時まで。ですから、そこの真ん中の時間

の１８時半の人数で捉えさせていただいています。ですので、実態はもっとあると思いま

す。 

【辻岡委員】  ありがとうございます。 

【箕輪会長】  ほかにいかがですか。 

【菅原委員】  整理番号８の子ども短期入所事業のところで、市内には短期入所できる

ところがないということで、この事業を松戸市に委託されているということですが、今後、

我孫子市でもこういった短期入所できる施設とかを考えられているのかどうかをお尋ねし

たいです。 

【箕輪会長】  お願いいたします。 

【三澤子ども相談課長】  子ども相談課の三澤です。 

現時点では、市内にこういった施設をつくるというようなことは考えてはおりません。

松戸にある晴香園につきましては、我孫子市だけではなくて、近隣の野田市、流山市、松

戸市、柏市等、８市で利用させていただいて、それに応じてショートステイ、あるいはト

ワイライトのほうも活用させていただいているということになり、今年度も既に委託契約

も使わせていただいて行っております。以上になります。 

【箕輪会長】  よろしいですか。 

【菅原委員】  はい。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ほかにご質問がございましたらお願いいたしま

す。はい、松山委員、お願いします。 

【松山委員】  今の５番の延長保育のところですが、６時半の利用人数を提示していま

すが、実態は多いということだったのに、６時半ではなく６時の時点で子どもの人数が何

人いるかということで数えられたほうが、目標値とどうなのかというそれが見られるので

はないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

【箕輪会長】  いかがでしょうか。 

【星保育課長】  今の件につきましては、６時と６時半の２つの状況の報告を園からい

ただくこととなり、園の事務的な作業も含めると、大変なこととなると思います。 
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その辺は少し検討させていただきます。 

【箕輪会長】  今のご質問としては、６時半に下がっているものを６時にというように、

動かしたらどかということだと思いますが。 

【星保育課長】  そこの部分で言いますと、ちょうど、国の言う延長保育事業という部

分ですと、我孫子の場合は、ほとんど保育園が、１８時から１９時までの１時間という形

の定めにしていますので、そこで国の人数のカウントの仕方が１時間の間で１８時半。さ

らに１９時から２０時まで、夜の８時までやっている場合は、２時間延長の方は１８時半

と１９時半といった人数の規準があるのです。そこの部分で、保育園の事務的なところも

含めると、国の規準どおりの１８時半にしているといった現状にしています。 

 １８時１分でも１カウントにするのか、そういう意味で、朝に、実際の保育園時間の８

時間を超えている部分の延長保育という捉え方がありますが、どうしても計画上、定めて

いるのは、国の補助にかかわる部分の人数が的確に捉えられているかどうかというような

捉え方で、人数利用をちゃんと市が把握できているかどうかを計画にしていますので、基

本的には１８時半と捉えさせていただければと思います。 

【松山委員】  人数が多ければいいかと、そういう問題ではないとは思います。早く親

御さんのところに帰りたいという子ども心を考えると、どうなのかというところもありま

す。ありがとうございました。 

【箕輪会長】  浦島委員、お願いします。 

【浦島委員】  その実績数で５７，７０５ですよね。前回のご説明いただいたときに、

２３年度に近い数字で実績値という表をお話しいただいたような気がします。ということ

は、４年たって延長保育等を残す実数がそんなに伸びていないと考えることなのか。我々

の認識だと、そういう保育が延長してほしいという要望が多いというふうに、増えている

というふうなイメージがあります。その辺りの現状はどういう状況ですか。５７，７０５

という人数を、増えていると考えられているのでしょうか、それとも、目標値がこれだけ

高いのに２３年度実績と同じだというのは、どのように捉えているのか。 

【箕輪会長】  この目標値自体は、全園児が利用した場合、この人数になるというよう

な数字ですよね。 

【星保育課長】  今、会長の言われたとおりなのですが、まず、実際に実態として過去

の実数集計からみると、ちょうど２３年度、５万７,９８７人といったことで、ほぼ同数の

数字になっていますが、２６年度は、７万５,１４４と、逆にかなり人数が増えているとい
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うことで、特に２７年度、子ども・子育て支援法が施行されまして大きく変わったのは、

ほんとうに保育認定することで、８時間利用できる人と、１２時間、長時間利用できる人

と、認定がかなり細かくなりました。 

 保育料も、８時間から利用される方は標準利用される方よりも保育料が若干やすくなる

とか、そういった部分もありまして、そういう意味では、２７年度は延長保育を利用して

いた人が転職することによって短時間になっている方もいらっしゃるでしょうし。ですか

ら、どうして減ったのかといった理由については把握していないのですが、やはり年度に

よってかなり増減があるものと見ています。 

 マックスは９万までは利用できるような状況には、保育園としては体制を整えるといっ

たところで理解していただければと思います。 

【浦島委員】  ということは、２７年度もこの数字で、また２８年度はその数字に近い

かどうか、ある程度見ていけば、傾向はつかめるだろうという判断でよろしいでしょうか。 

【星保育課長】  そうですね。また増える可能性もあります。 

【浦島委員】  可能性はあるにしても、大幅な数字の上下はないだろうということです

か。 

【星保育課長】  はい。 

【山﨑子ども部長】  また、実績のとり方として補助金の関係等により、調べている６

時半の時点の人数を捉えているのですが、そのあたりの捉え方をもう少し検討していくと

いいのかなと、お話を聞いていて感じました。申請件数で捉える方法あるのかと思いまし

たので、そのあたりを検討していきたいと思います。 

【箕輪会長】  その件数自体も考え方も含めてご検討いただいて、また次回ご報告をい

ただくということで、皆さん、よろしいでしょうか。 

 ほかの事業等についてご質問ございましたらお願いいたします。 

 それでは次に移らせていただいてよろしいですか。 

 では次に、議事③の平成２８年度進行管理（６事業）について、事務局より説明をお願

いいたします。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】 － 平成２８年度進行管理（６事業）について説

明 － 

【箕輪会長】  ありがとうございます。こちらは、我孫子の独自の事業ということで、

皆様にも特にご意見いただけたらと思います。皆さん、ご質問はいかがでしょうか。 
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【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  先ほどの子ども・子育て支援事業の１６事業も、

この６事業もそうですが、今ここで、初めて聞いた言葉などがあると思いますので、ご質

問は、この会議の場だけでなく、次第の裏側に事務局のメールアドレスを掲載しておりま

すので、こちらに質問を送っていただければ、担当課に確認して回答をもらいます。委員

の方から質問が出た場合は、他の委員の方に周知して皆さんと共有するようにしたいと思

います。 

 新しい委員の方には、今日、提出書類としてご住所や連絡がとれるメールアドレスも書

いていただくことになっておりますので、そのメールでやりとりをしていきたいと思って

います。 

【箕輪会長】  ということは、例えば今日の時間内に検討できなかった部分についても、

ご質問いただいて、また次回など別の形でこちらに戻していただくことができるというふ

うに捉えてよろしいですか。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  はい。進行管理をするということは事業の内容

がわかって、それは所管課とのやりとりがないと理解できない部分もあると思いますので、

そのようにやっていきたいと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。それでは、皆様、いかがでしょうか。 

【鎌田委員】  最後のいじめ防止対策で、事業概要とかいろいろ書いてありますが、あ

まりにも簡素化過ぎていて、ほんとうにこれでいいのかなというのがあります。この一文

だけであれば、わざわざ会議に諮る必要もないような気もするのですが、いかがですか。

ほかの事業は事細かに書いてあり、これだけあまりにも簡単過ぎているので。 

事業概要と、その実施結果も含めて、全部あまりにも簡素化し過ぎていて、実際、なぜわ

ざわざ会議の場で諮るのかというのがちょっと見えないので、その辺を事務局のほうで担

当部署に指導というか、そういうのをしていただいて、細かく書いてもらったほうがいい

と思いました。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  例えば事業概要の部分を、例えば電話やメール

にしても子どもからだけなのか、親御さんからのこういった連絡はないのか、何件あった

とか、そのようなことでしょうか。 

【鎌田委員】  私たちの会議にかかるのであれば、それに見合ったものを出していただ

いたほうがいいのかなと思います。何が問題にあって、何の進行管理他にあるのかという

ことが、ちょっとこれだけだと見えないので、その辺は直すといいのではないかと思いま
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す。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  事業として、せっかく小中学生のためのホット

ラインがあって、これを利用することによって解決につながっていくのかどうか、これを、

こういうホットラインがあることをまだ知らない子どもたちもいて、利用してもらうため

にどのような周知をしているのかとか、そういったところの記載がないとこれだけでは見

えてこないということですね。 

【鎌田委員】  そうですね。いじめ・悩み相談は、我孫子だけではなくてほかの全国的

な問題でもあるので、そうすると、デリケートな問題なので、きちんと細かくやってもら

ったほうがいいと思いますので。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  わかりました。こちらについては、所管課に投

げかけたいと思います。 

【箕輪会長】  鎌田委員から、整理番号１２のいじめ・悩み相談ホットラインでも、ど

んなことをしたのか、そのあたりを具体的に書いていただきたいというご意見がありまし

たので、もう１回見直していただいて、しっかりとその子供たちに伝わっているかどうか

であったり、それから子どもたちの解決の割合というところが、私も、解決というのを一

体何をもって解決としたのかというところが見えづらいなと思ったりもしたので、その意

味で、子どもたちにとってきちんとホットラインに成り得ているのかという、ちょっとも

う一度見直してご報告いただけたらと思います。お願いします。ほかにご質問ございます

でしょうか。 

【鎌田委員】  もう１個いいですか。ライフサポートファイルというのは、具体的には

どういうものですか。 

【岡本こども発達センター長】  こども発達センターの岡本といいます。 

ライフサポートファイルですが、もともと平成２３年の千葉県の補助金事業で、障害者

の支援としてはじまりました。内容は母子手帳を大きくしたようなイメージでいいと思い

ます。子どもが生まれたときから、発達するまでの様子を必要に応じて書いていただいた

り、資料などをファイルしていただくことによって、発達の段階でいつ支援が必要な状況

になっても、これまでの状況がわかる、それによって家庭と支援機関の情報共有と連携が

うまくできるということになります。２８年度の４月からは、生まれたお子様に全員配布

するという形で、周知と活用を広げていきたいと思っています。 

【鎌田委員】  それで、既に生まれた子どもというか、保育園とか学校とか、そういっ
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た子どもたちに広報というのはされないのですか。 

【岡本こども発達センター長】  もちろん、そういう広報はしております。広報ですと

かFacebookですとか、そのほかには子どもたちが集まるような場で周知をさせていただこ

うと思っています。もともとは発達に支援が必要な子が持つというイメージがあったと思

いますが、そうではなくて、全てのお子様が持っているというような形に変えていって、

少しずつ枠を広げていくことで、共感が得られてきているところではあるのですが。 

【鎌田委員】  全ての子どもというのであれば、学校に通っている子どもたち全てに何

かしらの広報はしているのですが。 

【事務局】  必要がないと思っている方に配るということよりも、これから活用される

方に周知、配布していく方法をとっています。 

【鎌田委員】  案内は、このファイルを配るというのではなくて、そういったものがあ

りますよという、それは２学期とかで、手紙とかでもらえればいいなと。 

【事務局】  また種々の方法を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【箕輪会長】  辻岡委員、お願いします。 

【辻岡委員】  報告ですけれども、今回初めて参加された方に、なぜこのライフサポー

トファイルというものが重点事業に加わったかの経緯について、お話ししたいと個人的に

思いました。第四小学校のあびっ子クラブを見学した際に、実際のライフサポートファイ

ルを委員たち全員で見ました。そのときに、これはすごくいいよねと。こんなのがあった

らいいよね、あったのを知らなかったねというふうになって、今、実際に携帯でぱっと見

たら即ダウンロードできるんですね。ＰＤＦを落してあるんです。これをピッとやれば家

のプリンターで紙自体を落して、わざわざ取りにいかなくても、表紙は自分でつくって中

身だけ好きなようにできる。 

 スクラップブックのもっと簡単なものです。スクラップブックってわかりますか。お母

さんたちがアメリカで始めたものですけど、写真などをきれいに飾って貼って、子どもた

ちの成長日記みたいなものを簡略的にしたものを市がつくってくださったんです。成長の

記録みたいなもので、成長の足跡だったり、誕生のころの記録だったり、０歳から何歳ま

での記録というのを全部ホームページでＰＤＦで落とせるように載せてくださっています。 

 それを発達に支障がある子は、余計に親御さんが愛着を持てるようにということでつく

られたものなのですが、私たち保護者が見たときに、こんなものがあったら子どもたちの

写真とかもまとめられるし、ちょっとしたときに、ああ、このときにこんなことがあった、
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あんなことがあったっていうふうに書いてあげられて、市販されているものより手づくり

感があるし、簡単だし、そして何よりもちょっと行政サービスセンターのほうに足を運ぶ

だけでただでもらえるというお得感もあり、お母さんたちにもっと広めたいということで、

重点事業を絞る際に、これをぜひ入れようということになったという経緯があります。 

 まだ周知が至っていないところが課題なので、今回、この事業に絞る、前回の会議で議

決した結果、入れさせていただいたという経緯がありますので、その点をご理解いただい

て、それをもって周知していこうということがちゃんとできているかなというのを、私た

ちが今後の会議で見ていくのかなと思います。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。実物は今ありますか。 

【岡本こども発達センター長】  はい、あります。 

【辻岡委員】  実物で見てくださったほうがわかりやすいのではないかと思います。 

生まれたお子さんに対しても、もう配布することになったので、今まで私たちはあったこ

とも知らなかったのですが、生まれたお子さんに関しては、配布されているので、それに

間に合わなかった私たち世帯は、こんないいものがあったのねということを周知していっ

て、知っていただいた方にとりに行ってもらう。もしくはダウンロードしてご自身で表紙

をつくってもらう、そのご家庭、ご家庭の子どもの成長記録をつくってもらうようにしよ

うと、すごくいいなと思える制度で、これは女性の推しが多かったところです。 

【箕輪会長】  それがあることによって、最初は障害児にというところで始まったけれ

ども、みんなの成長を見ていくことで、ちょっと不安なことがあったときに、これをみん

なが持っていることでつながっていきやすかったりというところも考えて、こちらのほう

で周知をというところで見ています。今、説明がありましたようにしているところです。 

 ここの例えば実施結果のところで周知が十分でないというところが、配られることは決

まったけれども、今、配られていない世代の方たちにどういうふうに広報されたかとか、

それがどれぐらい広まってとりにいったり、ダウンロード数をカウントするのは、難しい

かもしれませんが、実際、それを持ってこられて、発達センターだとか保育園とか、そう

いったところとどうつながっているかというのがもうちょっと見えると、いいのかもしれ

ないですね。 

【辻岡委員】  いかんせん表紙があれですけれども。なので、ダウンロードできると、

例えば、表紙、今の表紙でもっとかわいくしたいという親語さんが、かわいいですよね、

いいですねって。ちょっと大きさも大きいので、ご自宅のプリンターで用紙のサイズも変
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えられるということで、多分、コンパクトにすることが可能だと思うのです。配布される

ものは大変大きいですけれども。それから、用紙がなくなったときにも、ダウンロードす

れば増えますし。 

【増田委員】  今でも母子手帳というのはありますか。 

【辻岡委員】  母子手帳は今でもあります。 

【増田委員】  それと似たようなものということですか。 

【辻岡委員】  それの、大きくなったものです。母子手帳に写真は貼れませんよね。私

自身、そのときに歩いたことを書いたりしましたが、すごい小さな字で書かないと、母子

手帳は小さいので、書きにくいですね。そして、初めて歩いた日とか、初めて何を食べた

日とか、書く場所がありますが、非常に小さく書きにくい。母子手帳というのは持ち運ぶ

分にはとても便利ですが、記録として残すには、ものすごく細いペンで、かつ、間違わな

いように小さい字で書かなくてはいけない。間違えちゃったと思って修正テープを貼るこ

とも難しいくらい書く欄がとても少ないのが母子手帳なんですね。健康の記録とか健診の

記録を残していくというものが母子手帳の目的なので、これは、どちらかというと子ども

の成長の記録をとっておいて、上に書いて、ああ、あのとき、こんなだったわね、今はこ

んなに怒っちゃったけど、こんなかわいいころもあったから許してあげようかなとか。何

か虐待の防止ではないですけれども、より子どもに愛着を持つアイテムの１つとして、も

っと周知していっていただけたらいいなと思うものなので、前回見学した委員たちで、こ

れはすごくいいよねという案が出まして、こういったものをもっと周知していこうという

前提にいろいろ加えさせていただいた経緯があります。 

多分、ごらんになってみると、ここに書いてあった字よりも断然わかりやすいかなと思い

ます。 

 小学生になっても記録ができるので、苦手な科目とかを書いておくと、何年生になった

ときに、何年生のとき、これ、苦手だったねというような思い出、エピソードとか、そう

いうものも書けるし、三日坊主で終わってもいいように空欄で何年生と書かれていないの

で。そして、まめな方は何年生の記録が何枚もあったり、まめではない方は１年に１回だ

け、でも、お誕生日の日に書いてあげたりとか、そういった幅もありますので、ご家庭に

よって、苦もなく、やりたい人はまめにつけるでしょうし。個人的には子育てのサポート

の一環になる、いいアイテムだなと思います。中もカラフルかつ書きやすく。ちょっと表

紙がこんな感じなので、表紙が大きいかなと個人的には思うので、中身だけ変えて、ご自
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身の好きなものを入れることも可能ですので、これはぜひ周知していっていただきたいな

と思っております。 

【岡本こども発達センター長】  配布希望がある方は、申請書さえ出していただければ、

お子様がいる方であれば配布できます。４月から生まれた方は、出生届を出してもらうと

きに、配布申請を出さなくてもお渡ししています。 

【箕輪会長】  ライフダイアリーについては、またいろいろと、この部分も含めてまた

ご報告いただけたらと思います。よろしいでしょうか。 

 では、ほかの事業について、またご質問はございますか。浦島委員、お願いします。 

【浦島委員】  進行管理表の全体を通してなんですが、利用者や実施団体等の意見収集

という欄が、我々も評価するけれども、実際にかかわっている方の利用者の声、あるいは

間接的でも声を収集するということはとても大事なことだろうと思います。例えば、今の

ライフサポートファイルを見ていて、ふと思ったことですが、例えば利用者や実施団体か

らの意見収集がバツということは、検討委員会では十分検討されていると思いますけれど

も、やはり利用されている方々の要望でもって実際に改善されていくものというのは多々

あるのかなと思います。 

 私なんかは利用する立場ではないので、言いたいときには言ってしまっていいかわから

ないのですが、そういう立場からすると、できれば、何らかの形で意見評価をいただくと

いうことが大事なことだろうと。今、辻岡委員もおっしゃったように、積極的に改善して

いく、あるいはこういうふうなことをするととてもいいよということを一言、言われただ

けでも、価値のある事業だろうなと思いましたので。他の事業との関連でどうなのかなと

いうと、意外とバツが多いですね。それはそれぞれ理由もあると思うのですが、できれば、

そういう視点からすると、評価を充実させていく視点が増えたときに、意見収集の番号に

丸をつけていただくように若干変えて担当課へ、この辺を対応するようにお願いしたいと

思います。以上です。 

【辻岡委員】  私は、いじめ・悩みホットラインで、意見収集が空欄なのはなぜでしょ

う。バツでもマルでもないのは、実施していなければバツ、実施していればマルですが、

ここが空白なのは。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  実施していないということだと思います。実施

しないというのであれば、今後検討するかどうかも含めて、所管課に確認したいと思いま

す。 
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【辻岡委員】  先ほど箕輪会長がおっしゃっていたように、いじめは何をもって解決と

するのかというのを、この利用者のアンケートなり声なり、例えば利用してみて悩みが少

し軽くなったとか、解決には至らなくても、利用者から経験の声が聞かれれば、目標値に

対して実施が少なくとも少しでも救われた子がいるという実績にはなると思うけれども、

ここの利用者からの意見収集がバツであると、そこもはかりにくいので、ぜひここは丸に

していっていただきたいなと思います。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  そちらも伝えたいと思います。 

【箕輪会長】  今、利用者や実施団体からの意見収集につきましては、少しバツがつい

ているところや空欄がありますので、見直し、中身についても具体的な内容で１つとか２

つとかしか書かれていなかったりもするので、そのあたりも、例えばマルで、実施しまし

たというふうに書かれているところもあれば、意見取り入れたみたいなところも書いてあ

って、書き方も課によって、事業によってばらばらしているような印象もあるので、意見

を収集したかどうかというところと、もう１つ、どこからどのような意見があったかとか、

そのあたりも含めて、事務局のほうで拝読していただけたらと思うんですけれども。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  また来年度末に、２８年度の実績報告の依頼を

するのですが、この会議で練ってつくった表なので、十分に活用できるように、ご指摘の

部分を、少し詳しく書くようにというような依頼をしたいと思います。 

【箕輪会長】  辻岡委員、お願いします。 

【辻岡委員】  あとは、欄も少ないですし、各事業の方も、担当の方も、これを作成す

る時間もほかの業務に並行してやっていらっしゃるので、詳細はホームページのここを参

照とか、ここに公開されていますとか、公開場所を掲示していただければ、委員は、実際

に自分で勉強するではないですけれども、公開されている記録の載っているページ、もし

くは資料がどこにあるかを掲載していただければ、自分たちでそこへ行って、もしくは開

いてみるということもできる。例えばモニタリングを実施だったら、「実施の内容はホーム

ページに公開されています」でしたり、実施の内容を記載したものを、例えば我孫子市さ

んのどこどこに閲覧できるようになっておりますとか、プラスアルファで書いていただけ

れば。事細かに書いていただくのは時間がかかると思うんですね。ですから、この表に書

く分には簡略的でもいいと思うのです。ただ、その先が知りたいと思った人が知れるよう

に、ここに行ったら情報がありますよということを一言記載するだけでも、載せていただ

けたらなと思います。 
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【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  エクセル表なので、若干増やしたりはできるの

で、書ける範囲で書いていただいて、ホームページなどどこで公開しているのかというも

のも入れるように依頼したいと思います。 

【辻岡委員】  そうですね、はい。そうしたら、ここに行数が限られているので、載っ

ていない分、もしくは数値が知りたいと思ったときに知ることが、私たちはできる。そし

て、やはり周知が、ライフダイアリーは十分ではないけれども、どこに配ったのかとかが

どこかに載っている。市内全域に配布とかという、実施内容をどこどこに記載してありま

すとか、もしくはプラスアルファで資料別紙参照みたいなものがあるとわかりやすいかと

思いました。 

【事務局（中場子ども支援課長）】  検討したいと思います。 

【箕輪会長】  お願いいたします。 

 ほかに質問、ご意見はございますか。よろしいですか。また何かご質問がございました

ら、メール等でお知らせいただけたらと思います。 

 では次に、議事④の子ども部各課からの報告に移りたいと思います。 

 まず、保育課所管事業についてお願いします。 

【星保育課長】  保育課の星です。よろしくお願いいたします。 

 所管事業ということで、冒頭、市長の挨拶にもあったとおり、改めて保育園の整備状況

をご報告させていただきます。１回目の会議でお出しした資料なのですが、保育園の整備

に関しては、我孫子市は東西に細長い地区であり、地域柄、整備計画を我孫子駅周辺、そ

れを我孫子地区、天王台駅周辺を天王台地区、湖北駅周辺を湖北地区、新木布佐駅周辺、

それが新木地区、布佐地区、そこを１つとして４つの地区で保育のニーズに合わせて保育

の必要量を計画するといった形になっています。 

 特に、ＪＲ我孫子駅、天王寺駅周辺の子どもの数というのはやはり多くて、保育率が高

い。こういったところから、保育計画も、天王台、我孫子を中心に整備するといった計画

になっています。その中で、２７年度、この計画に基づいて新たに整備された保育園、小

規模保育事業ですね、そちらが我孫子地区ではあびこ菜の花保育園、こちらは我孫子市台

田という住所になるのですが、そちらで保育所定員１００名といった形で、今年の４月に

開園をしております。 

 あとは、４月１日の開園には間に合わなかったのですが、我孫子地区で、若松、カスミ

フードスクエアがあるのですが、その向かい側にあびこ若松保育園、こちらも小規模保育



 -19- 

事業、ちょっとした保育園ができます。この小規模保育事業所等は、０から２歳児、定員

は１９名です。３歳以上については保育園、幼稚園を利用することによってほぼ１００％

の子どもたちが利用できるような状況にはなっていますが、やはり３歳未満児が定員を超

えているといったところで、こういった小規模保育事業所を整備しております。 

 では、３歳以上になったらどちらに行けばいいのかというところですが、基本的に小規

模保育事業所は連携施設を設けていただくことになっております。このあびこ若松保育園

についてはひかり幼稚園ですね、そちらと連携を図るような形になっておりますので、４

月１日、３歳児、年少クラスになったときにあびこ若松保育園は卒園になってしまうので

すが、今度は新たにひかり幼稚園に入園できるような形での枠は、連携はとらせていただ

いております。ただ、どうしても保育園がいいといったことであれば、保育園の入園を拒

むものではないような事業になっています。 

 さらに、２７年度は、天王台地区でもぴくしーらんど、こちらは小規模保育事業所が２

７年度１１月１日にオープンとなっております。ぴくしーらんどは、認可外という形で、

もう１０年以上運営をされていた法人です。新たに認可規準を準拠したような形で１１月

から小規模保育事業所としてオープンしております。こちらは、３歳以上、年長クラスに

なった場合には、連携施設、川村学園の附属保育園にお世話になるような形で連携施設に

なっています。２７年度の整備については、今の３保育園ですか、整備、誕生したところ

です。 

 新たに２８年度、今年度ですね、現在進行中ですが、保育園整備が我孫子地区と天王台

地区で進行しております。我孫子地区、我孫子さくらっこ保育園、こちらも小規模事業所

ですが、所在地としては寿になります。寿保育園とひかり幼稚園の、どちらかというとひ

かり幼稚園の近くに１９名の小規模保育事業所を、今建設中です。オープンは１１月１日

を目指して、整備を進めています。連携施設については、まだ事業者が具体的に連携先と

は調整していないのですが、事業者の意向としては、ひかり幼稚園が近いので連携施設に

なっていただきたいといった考えで動いています。そして、保育園としてはアンジェリカ

保育園にも連携施設になってもらえるかどうかということで、今現在、調整中です。 

 裏面にいきまして、天王台地区です。天王台地区は、本来であれば２７年度に１園、天

王台地区に保育園の整備の計画があったのですが、計画が白紙になってしまった関係上、

２８年度に天王台地区に７０名定員の保育園を２カ所整備するような形で事業が進んでお

ります。これについては、定員が７０名ずつで、場所が柴崎と柴崎台１丁目の２カ所にな
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ります。柴崎台３丁目については、天王台駅北口から徒歩３分ぐらいの場所になります。

天王台ななほ保育園が、葵の園という介護施設、特別養護老人ホームですが、そちらの隣

に予定しています。教育委員会の近くに予定しております。一応、この２園については、

２９年の４月１日開園に向けて事業を進めていくということで、保育園整備については以

上です。 

あとは、この重点事項ということで、子育て支援サービス利用者コーディネートの推進

ということにおきましては、今年度も体制としては保育課に保育コンシェルジュを１人、

広場のにこにこ広場に１人ということで２名、そして、もともと子育て情報コーナーに職

員を１人配置していましたので、体制的には今年度も昨年度と同じように３名で体制を組

んで相談を受けるような形にしています。広場は４施設あるのですが、もともと４施設で

も簡単な育児相談等は既に行っているので、さらに保育コンシェルジュを配置したことに

よって、今の整備でご説明したとおり、小規模保育事業所や認定こども園等、新たな施設

が増えてきているというところも含めて、深くそこの部分を説明できる職員を３名配置し

ています。あとは、保育課の職員、特に保育課の職員は各広場に定期的に出向いて相談を

受けるような日も設けますので、もう一度、この体制で不都合がないかどうかを確認しつ

つ、相談体制が間に合わないような状況になりましたら、また保育コンシェルジュをさら

に増やしていく考えでおりますので、今年度については２７年度と同様に事業を進行して

いきます。 

 そして、幼稚園、保育園、小学校の連携の強化ということで、こちらも昨年度と同様の

形で事業が進んでおります。その中で、昨年度、我孫子市幼保小連携・接続カリキュラム

の試行版の完成というところで、完成をさせるところを、今年度はこれを試行版での完成

版ということで作成をします。小学校と幼稚園、保育園と連携しながら進めております。

特に、今、この時期ですと結構、この連携もかなり定着してきていまして、幼稚園、保育

園が近くの学区内の小学校で、特に年長さんですね、お邪魔させていただいて模擬授業を

受けたり、逆にこの夏休みの時期なんかは、小学校の先生が保育園などに遊びにきていた

だきながら、子どもたちの年長クラスの様子を見ていただいたり、そこで授業やっていた

だいたりといった交流が盛んになってきています。 

 新たに５月にわくわく・どきどき活動集第５３弾が更新されましたので、参考に目を通

していただければと思っております。こういったものが主要施策事業です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。今、保育課から２８年度主要施策事業というこ
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とでお話しいただきましたが、ご質問はございますでしょうか。 

【鎌田委員】  このカリキュラムというのは、どういったものになりますか。カリキュ

ラム、オリジナル版とか試行版とかとありますが。 

【小山保育課主幹】  保育課の小山と申します。よろしくお願いします。 

我孫子市幼保小接続カリキュラムは、生活する力、コミュニケーション力、チャレンジ力、

豊かな心の４項目の骨子に沿って目指す児童の姿を設定し、活動内容を組み込み、平成２

８年度の完成に向け作成しています。作成にあたっては、「小一プロブレム」現象がみられ

はじめ、滑らかに小学校１年生に接続できないお子さんがいることで、段差をなくし園と

小学校がより滑らかにつながるために、このカリキュラムを作成することとなりました。 

我孫子市の幼稚園と保育園には、私立園もあり、教育方針は園ごとに示されています。作

成した試行版カリキュラムに全ての園が合わせるのではなく、幼稚園・保育園の年長担任

の先生が１０月から３月まで園で実際おこなった活動、小学校１年生の担任の先生は、４

月から６月までをカリキュラムに記入し、無理のないよう小学校に繋げられることを目標

にカリキュラムの作成をおこないます。 

 カリキュラムは、試行版を完成版とし、各園・学校の活動集とともに園・学校に配布し

ます。 

【鎌田委員】  それを作成して、どのように活用していくかというところまでは見えて

いますか。 

【小山保育課主幹】 

作成に向け、小学校の先生、幼稚園の先生、保育園の先生にアンケートの実施や、幼保

小地区別会議等で滑らかに繋ぐための手立てについて話し合い、各園・小学校からでた意

見を例として昨年度完成したカリキュラム試行版に記入しました。 

子どもの発達段階に合った活動が最も優先されるべきことですが、カリキュラムをつくり、

園と学校が滑らかに繋がること、幼稚園・保育園年長担任等及び小学校１年生の担任等の

資質向上にも役立つものと考えています。 

【箕輪会長】  よろしいでしょうかほかに質問はございますか。 

 では、続きまして、子ども相談課所管事業についてお願いします。 

【三澤子ども相談課長】  では、子ども相談課から報告させていただきます。 

 所管事業の内容につきましては、配付されております子ども部の概要、平成２８年度版

の２２ページからごらんください。 
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 私からは、先ほど報告がありました子ども虐待等防止対策地域協議会にかかわることで、

平成２８年６月１日時点での実績についてご報告をさせていただきます。 

 今年度、４月から７月までの地域の相談件数が１６２件、そのうち虐待相談は６９件と

なっております。前年度末からの継続件数を含めますと、現在、１４８件の案件について

子ども相談課で進行管理を行っているという状況になります。 

 緊急度が高い場合には、児童相談所と連携を取りながら、子どもの安全確保のために親

子分離が必要と判断された場合には、基本的には保護者の方の同意を得て子どもを一時保

護します。しかしながら、子どもを保護する必要がありながらも保護者が全く同意をしな

いという場合、この場合には児童相談所所長が必要であると認めた場合には、保護者の同

意がなくとも職権により子どもを一時保護して子どもの命をまず第一に優先するというよ

うな手を打っております。 

 以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。 

 では、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。皆さん、何かございます

か。よろしいでしょうか。 

では、続きまして、こども発達センターの所管事業についてお願いいたします。 

【岡本こども発達センター長】  発達センターの岡本です。 

 お手元の資料ですけれども、Ａ４でこども発達センター本館と書いたもの、こちらが、

今年の３月３１日に新しくできた建物で、４月からはこの建物で主な事業をしています。 

 こちらを先に説明させていただきます。こども発達センターは、２階建てになっており

まして、１階は県や市の指定を受けた事業を行っています。通所事業で児童発達支援事業

所ひまわり、次に相談支援事業所なのはな、これは市の指定を受けた事業所になります。

通所事業ですが、通うための法律が変わりまして、平成２４年から障害の法律から子ども

の法律、児童福祉法になっています。 

 児童の通所につきましても、高齢者のケアマネジャーと同じように親と相談してサービ

ス計画をつくって通うことになっています。相談支援事業所というのがそういうことを行

う事務所になります。それが、相談支援事業所なのはなで、１階に入っています。1階事務

室には、１階を主に担当する副所長が1名います。 

２階部分ですけれども、これは主に市の単独事業となる相談ですとか訓練事業を行って

います。2階にも副所長が1名います。 
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 こども発達センターは、就学前のお子様、生まれてから学校に上がる前の子どもに対し

ての事業、早期発見、早期療育、そこをしっかりつなげるという事業を主になっておりま

す。 

 ２階部分には、子どもの支援に関する最初の相談窓口があります。保護者の方から電話

がありましたら、保護者の方とお子さんに来ていただいて、職種が違う人間、ケースワー

カーと心理相談員がお子様の状況をみたうえでてお母さんの相談を受けています。この初

回面接が終わった後に、発達センターの専門職、ほかの全職種の専門職が集まって処遇会

議を行います。処遇会議では、こういう子どもで、こういうお母さんの希望があるけれど

も、どういうふうに支援していけばよいかという会議を行っています。 

 その処遇会議の結果、通園にするのか通園の前にもう一度、集団療育の場で子どもの状

況を把握するのか、市の単独訓練に結びつけるなどの支援方針をきめています。その相談

訓練、最初の窓口、市の単独事業などをおこなっているのが２階になります。 

 具体的な事業につきましては、こちらの黄色い紙です。Ａ４を２つに折ったもので、我

孫子市こども発達センターと書いてあるものです。こちらに主な事業が記載されています。 

相談事業は、ここに書いてあるように、電話相談というよりは、実際に来ていただいて

お母さんとお会いして、お子さんを見て、相談をするという形をとっています。 

 訓練事業は、その相談の結果、理学療法、作業療法、言語聴覚などの、訓練を実施して

いる場です。この相談、訓練をというのはこども発達センターの２階部分でやっている事

業になります。 

１階部分でやっている、先ほど言ったひまわり園、これが通園です。なのはなというのは、

通園するために必要な契約を保護者として、計画書をつくって通園する。その計画書をつ

くる窓口になります。これが、現在のこども発達センターの主な事業になっています。 

 それと、こども発達センターでは就学前の子どもを中心に事業を行っていますが、学校

に上がってからは、教育研究所が子ども相談の主体となります。そことの連携をうまくし

て、子どもの支援をしていきましょうというシステムになっておりまして、療育教育シス

テム連絡会というものをつくっています。その事務局が、こども発達センターと教育研究

所になります。 

また、こども発達センターに通っていた子どもがスムーズに学校に通学できるように支援

もしています。 

 例えば、こども発達センターに通っている子については、保護者の希望があれば、引継
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書を書いています。引継書というのは、来年学校に上がる子を対象に、親が希望するので

あれば、お子さんには、こういう特性があります、この特性によって、こういうことがつ

まずきやすいです、お子様にはこういうところをアドバイスしたらどうですかということ

を記載した書面を保護者の方にお渡しします。直接、学校には渡していません。 

 学校での支援に必要であれば、保護者から学校に渡してもいます。個人情報となるので、

直接、学校とはやりとりをしていません。そこでうまく保護者の方が学校とやりとりして、

引継書を活用してくれないかと考えてはいますが、実際、２７年度には１５４名の方がこ

ども発達センターに通っていたのですが、そのうち、引継書を書いてくださいと希望した

家庭は１２２件でした。また、書いてお渡ししても、学校でどういうふうに使われている

かというのは、発達センターではわからない。 

 このため、今年度、７月下旬、８月にかけてアンケートをとらせてもらうために、保護

者の方に通知ました。発達センターが関わっていたことを黙って学校に行っている方もい

らっしゃるので、直接、保護者と学校の先生に通知しました。学校の先生には引継書を見

たことがありますか、使ったことはありますかというようなアンケートと、どのようにし

たらいいかというアンケート内容になっていますので、来年以降、うまく活用していきた

いと思っています。 

 以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。皆様、ご質問等お願いいたします。よろしいで

しょうか。 

 それでは、報告事項の最後、子ども支援課所管事業についてお願いいたします。 

【長谷川子ども支援課長】  子ども支援課の長谷川です。よろしくお願いします。 

 私からは、２８年度の学童保育とあびっ子クラブの整備についてのお話をさせていただ

きます。学童保育につきましては、ただいま利用者が増えております第一小学校の学童保

育室ですが、現在学童保育室として使っているお部屋の隣の工作室が学童保育室として使

えることになりましたので、夏休み期間中に工事を行っております。現段階では、大体工

事のほうは全て終わっており、備品等の搬入等を行っています。９月１日から利用してい

くということです。 

今利用されているお子さんたちを、クラス分けというわけではないのですが、チーム編制

をして３５人定員ぐらいで使っていくというような形で予定をしております。 

 あびっ子クラブですが、今年度、２つの学校に開設することで、先ほど市長の挨拶の中
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にもありましたが、６月１日に湖北小にあびっ子クラブが開設しました。これは、湖北小

学校の学童保育室は今まで教室２つを使って運営していたのですが、そのうちの１つをあ

びっ子クラブとして改装して、６月１日から開設ということになります。現在、湖北小の

全児童数の約７割に当たる２７０人位と思いますが、あびっ子クラブに登録して、開設当

初も連日１００人近くのお子さんが利用しているというような状況です。 

もう１つが、新木小学校にあびっ子クラブを新設することで、新木小については、学校

内に予備教室かございませんので、学童保育室も校庭にプレハブを建てて運営しています。

ですから、その横にあびっ子クラブを建てて、渡り廊下というか、そことつないで一体的

な運営をしていく形で、今工事を進めているところです。オープンは３月を予定していま

す。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問がございましたらお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。 

 では、続きまして、議事⑤、次回以降の日程についてです。資料５をごらんください。 

 次回、３回目ですけれども、１１月１９日土曜日、第４回目は来年の２月４日土曜日を

予定しております。開催時間ですが、基本的に午前中にして９時半から２時間程度を考え

ております。開催場所は、本日と同じ、分館小会議室の予定です。審議案件等によって日

程を変更させていただく場合がありますが、次回以降の日程についてご承知おきいただけ

たらと思います。 

 これで、議事及び報告事項の全てが終了いたしましたが、その他、委員の皆様、何かご

ざいますでしょうか。 

【増田委員】  この会議は決定事項ですか。 

【箕輪会長】  変更になる場合もございますので。 

【増田委員】  いやいや、変更にならない場合には、これで決定ということですか。 

【箕輪会長】  そうですね。はい。事務局のほうからほかに何かございますか。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  先ほど申し上げました委員の皆様からのご質問

ですが、新しい方々は今日の住所とか出していただいたところに、連絡を送れるアドレス

を書いていただいて、ご質問は、子ども支援課のこちらのほうにいただければと思います。

お電話でも結構です。それは、できれば、ひとまず９月１０日ぐらいまでに質問がある場

合はご連絡いただきたいと思います。その質問内容については、所管課に確認して、また

皆さんに共有をしたいと思います。また、託児を利用することができますので、もし利用
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される場合には事前に、できれば会議の２日、３日前ぐらいまでにご連絡ください。 

【箕輪会長】  では、ご質問については９月１０日までに、皆さん、お伝えていただく

ようにお願いいたします。 

 それでは、本日の予定していた議題、全て終了いたしました。傍聴の方、もしご発言が

ございましたら、１人につき１回として３分以内でお願いいたします。それではお願いい

たします。 

【傍聴者】 座ったままで失礼します。事務的なことを３点ほど伺います。 

 １点目は、今日、私、ホームページを見て９時半少し前に来たんですが、９時半から１

０時ぐらいの約３０分間は待ちんぼ。ここにいる我々４人の方もずっとしびれを切らせて

待っておられたときに、理由は議題で市長がいろいろと任命されていたようですが、それ

ならそれで、部長の方々に失礼千万だし、３０分、要するに長い時間ですよ。だから、時

間の設定、それから委員を任命することは大事なことなのだから、傍聴の方々が傍聴した

って構わないのではないでしょうか。次回以降、検討願います。 

 それから、委員の数ですが、定員が１３名になっていると思うんですけど、うち１０名

ですか、今、名簿を見ていますけど。その辺の補充も必要ではないですか。もっとにぎや

かな、活発な意見が出るようにしたほうがいいんじゃないのかなという気がしました。 

 それから、傍聴人の資料、膨大な資料、皆さんで一生懸命つくったと思うんですが、傍

聴当日、拝見して読みこなすのでは、とても大変なはずです。私は、ぱらぱらと全部見抜

きましたけれども。だから、こういうのは持ち帰りしたほうがよろしいですよ。ここにお

られる我々４人はかなり優秀な人だと私は見受けますけれども、こども行政の改革、改善

をやるためには、こういう職員の皆さんが一生懸命つくった資料は、傍聴に来られた方は

非常に関心のある方々のはずですから、持ち帰りがようございます。以上が、事務処理的

な３点の提言になります。 

 本題に入ります。私は、高齢者、今現在は我孫子市人口約１３万２,０００人、高齢者が

６５歳以上で約３万８,０００人、高齢化率２９％。一方、子ども、１８歳以下の若者高校

生、中学生、小学生を含めて子どもが約２万１,０００人、１６％です。そのうち、５歳以

下の子どもたちが約６,０００人、少子化対策、データを市長にもつきつけて、少子化対策

をやれと言ってお願いしていますけれども、多子出産奨励をやったり、数少ない貴重な６,

０００人の子どもたちをかしこくて丈夫な若者に育てるのがここの委員会の任務のはずで

す。 
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 大事なことです。それとあわせて、多子出産奨励の若いパパ、ママに出産奨励、これは

後日私は市長に指示しますが、たくさん赤ちゃん、子どもを生んで、尻すぼみの少子化現

象を全国的な傾向とは言わずに、我孫子が先陣を切って多子出産をやってみせようではな

いかと。これ、市長にも予告してあります。 

 そういうことで、多子出産奨励策をどう取り組むのか。そして、生まれてくる子どもた

ちの教育養育の問題をどう取り組むか。それが、ここの委員会の重要任務なはずですね。

皆さん、優秀な１０人の方がおられるのですから、知恵を絞って具体策を打ち出して、市

長に承認させて、我孫子市が少子化並びに多子出産政策、それから子どもたちの養育指導、

これを政策的に打ち出していただきたい。 

 現在、我孫子市は１８８自治会長がおりますけれども、私も元布佐自治会長で、卒業し

ましたけど、１８８の自治会長の皆さんを動員して、地区別の多子出産、少子化対策を取

り組むということが非常に大事な時代に入っております。 

 以上、もう３分たちましたか、ポイントだけ申し上げました。そういうことで、もっと

活発な意見、そして開かれた委員会運営をされるように、これは委員長に、お願いします

ということで、ぜひ取り組んで、積極的ににぎやかな会議にやっていただきたい。 

 以上でございます。 

【箕輪会長】  貴重なご意見、ありがとうございました。 

 それでは、ほかにも傍聴人の方、ご意見はございますでしょうか。お願いいたします。 

【傍聴者】  私は、我孫子市民ネットワークから来ました。要は、施策と市民のマッチ

ングといいますか、今日のいろいろな事業計画ありますけれども、例えば提携管理、ある

いはサポーター、あるいはスタッフという表現がありますけれども、その中に市民が協力

できるものがあるのではないかという考えから参加したところでございます。 

 本日、貴重なお話をお伺いできまして、ほんとうにありがとうございます。一言お礼申

し上げて、発言とさせていただきます。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。また、ご協力よろしくお願いいたします。 

 ほかの方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、ここで第２回子ども・子育て会議を閉会といたします。長時間にわたりあり

がとうございました。 

―― 了 ―― 


