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平成２５年度 第１回子ども・子育て会議 会議概要 
 

１．開催日時 

平成２５年８月４日（日） 午後１時３０分～３時３０分 
 

２．開催場所 

市役所西別館４階会議室 
 

３．出席者 

（委員） 
○箕輪委員、○伴委員、○浦島委員、○渋谷委員、○鈴木委員、○山川委員、 
○田村委員、○辻岡委員、○丸山委員 

（市長） 
星野順一郎 

（市職員） 
田口子ども部長 

（事務局） 
中迫子ども部次長兼子ども支援課長、山﨑保育課長、日暮課長補佐、青木主事 

 

４．議題 

（１）会議の運営について 
（会長、副会長の選任、傍聴要領の決定） 

（２）子ども・子育て会議について 
（３）幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケートについて 
（４）子ども総合計画「基本目標Ⅲ」の進行管理について 
（５）次回以降の日程について 

 

５．市長挨拶 

第１回の「我孫子市子ども・子育て会議」への委員就任や、日頃から我孫子市の子育て支

援へのご尽力に感謝している。 
昨年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、平成２７年４月から子ども・子育て支援の

新制度が施行される予定。これにあわせて我孫子市の６月議会で「子ども・子育て会議条例」

を可決した。新たな制度で、認定こども園、幼稚園、保育園を通じた共通の給付、小規模の

保育施設等の給付の創設、認定こども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支

援の充実などを行いながら、子どもや子育てに関する質、量、両面に渡る支援の充実を図っ

ていく。 



 2

「子ども・子育て支援事業計画」の策定は市町村の責務として義務づけられている。我孫

子市には平成１６年に策定した「子ども総合計画」がある。市民、企業、学校、行政が一体

となって子どもの豊かな成長を応援しながら、我孫子らしい子ども行政を推進するという計

画。平成２６年度までが計画期間となっており、平成２７年からスタートする「次期子ども

総合計画」は、この「子ども・子育て支援事業計画」を兼ねたものとして策定をしようとい

うことにしている。 
新たな計画では、子育て事業者、関係者のニーズに応えられる計画としていく必要がある。

この会議では学識経験者、子どもたちの保護者、教育や保育の関係者、公募の市民など、様々

な関係者の方にお集まりいただいた。 
全国的にも急激な少子化が進んでいる。我孫子市でも、昨年は市内で生まれた子どもたち

が１０００人未満、死亡者が１０００人を大きく上回り、自然減が発生している。震災以降、

転出者の増が続き、２０００人を超える人口減が始まっている。当初は平成２７年度ぐらい

から始まるだろうと予測していたが、それより早く人口減が始まっている。 
少子高齢化への対応はどの市町村でも求められている。近隣では、特に子育て支援に力を

入れながら、若い子育て世代の増をはかっている自治体もある。我孫子市も子育て支援のプ

ロジェクト、若者定住化のプロジェクトなどを続けてきた。それら子育て施策をしていなか

ったらもっと激しく子育て世代が減少していた。それでも、我孫子市は東葛地区の中で最も

高齢化率が高く既に２６％を超えている。高齢者施策、障がい者施策にも取り組まなければ

ならない。 
そうした中で、皆様方には子育て世代の定住化も含めた子ども・子育ての分野でご意見を

頂戴したい。我孫子で子育てしていて良かったなと思ってもらえるような施策、計画づくり

に向けて広域にご意見を頂戴できればと思っている。どうぞよろしくお願いします。 
 

６．委員紹介 

 

７．市長退室 

 

８．議事（要旨） 

 
◆事務局の発言 
○委員の発言 
 

（１）会議の運営について（会長、副会長の選任、傍聴要領の決定） 

 

〈事務局・中迫〉 

◆事務局からの説明 

本会議の会長と副会長の選出を行う。子ども・子育て会議条例第５条第１項「会議に、会

長及び副会長１名を置き、委員の互選により定める」とある。立候補、推薦等はないか。 
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なければ事務局の案として会長に箕輪委員、副会長に伴委員を提案したい。箕輪委員は川

村学園女子大学で幼児教育がご専門で、保育や幼稚園など、幅広い知見をお持ちであると聞

いている。伴委員は、この「子ども・子育て会議」の前身である「子ども総合計画推進市民

委員会」の委員長を平成２４年度まで務めていたので適任と考える。いかがか。 
 

（拍手） 
 

〈事務局・中迫〉 

◆会長は箕輪委員、副会長は伴委員に決定。以後の議事進行は会長、副会長が行う。 
 

〈箕輪会長〉 

○事前に配布した資料５「傍聴要領（案）」について、ご意見はあるか。 

 

（意見なし） 
 

〈箕輪会長〉 

○「傍聴要領（案）」のとおり決定する。 
 
（傍聴者入室） 
 
〈箕輪会長〉 

○傍聴人は１名であると報告する。 
 

（２）子ども・子育て会議について 

 

〈事務局・日暮〉 

◆事務局より説明 
子ども・子育て会議の設置の経過、子ども総合計画との関係、本会議の役割などについて

説明する。 
平成２４年８月、子ども・子育て関連３法成立。 
・子ども・子育て支援法 
・認定こども園法の一部改正法 
・子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律 
３法の趣旨は、幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援の総合的な推進。 
平成２７年４月から子ども・子育て支援新制度がスタート。そのポイントは３つ。 
①施設型給付の創設（認定こども園、幼稚園、保育園を通じた共通の給付、地域型保育給

付、小規模保育等の給付） 
②認定こども園制度の改善 
（共通の認可で新たな仕組みの幼保連携型認定こども園に改善する） 
③地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実 
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（一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、学童保育事業） 
子ども・子育て支援法では、市町村に「子ども・子育て支援事業計画」の策定を義務化。

策定にあたって、地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえ、子育て当事者の意見を反映

するための合議制度機関や条例による審議会を設置することが盛り込まれ、我孫子市は今年

の６月議会で「我孫子市子ども・子育て会議条例」を全員一致で可決。本日がその第１回目

の会議。 
「子ども総合計画」は市民、企業、学校、行政が一体となって子どもの豊かな成長を応援

し、我孫子らしい子ども行政を総合的に推進していくという計画。平成１６～２６年度まで

の１１年間の計画期間で策定、実施。その終了に伴う「次期子ども総合計画」の策定と、子

ども・子育て支援法で定める支援事業計画の策定が同時期であるのと、既存の「子ども総合

計画」での市民委員会と、法の求めている審議会の構成員や内容がほぼ一緒であることから、

「子ども・子育て事業計画」と「子ども総合計画」の２つを兼ねて１本で策定する。現在の

「子ども総合計画」も「次世代育成支援対策推進法」に基づく「我孫子市行動計画」と兼ね

ている。 
資料１「子ども・子育て会議条例」について。 
「第１条 設置」は、「子ども・子育て支援法 第７７条 第１項」の規定で設置が義務

づけられている。 
「第２条 任務」は、「子ども・子育て支援法第７７条第１項」に定められた「各号に掲

げる事務を処理する」こと。教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員の設定をする場

合の市町村子ども・子育て支援事業計画の策定等に関わる調査・審議。この法定任務の他に、

「子ども総合計画」に関わる任務、計画策定後の実施状況の点検、評価、見直しなどの継続

的な調査審議等を行う任務。 
「第３条 組織」は、国の説明は「制度の趣旨を踏まえ、構成員に幼児教育、保育両分野

の関係者を入れ、子育て当事者の参画に配慮するよう」ということ。今回の委員が該当。第

４条以下は省略。 
資料３「我孫子市子ども総合計画推進本部設置要綱」について。「子ども・子育て支援法」

による「子ども・子育て会議条例」が設置される前までは、この「子ども総合計画推進本部

設置要綱」と「子ども総合計画推進市民委員会設置要綱」の２本の要綱で子ども総合計画を

実施、推進してきたが、新法の施行に伴い「子ども・子育て支援事業計画」も兼ねて「子ど

も総合計画」を作ることから、これらの要項を改正した。 
・第２条「本部の任務」に、進行管理のみではなく「策定」を追加。 
・新設の「子ども・子育て会議」に関わる任務を追加。 
・第７条に「作業部会」を追加。（作業部会、関係する１６課の庁内組織で構成しており、

計画策定等の資料づくりや調査研究を行う実質的な実働組織） 
・「市民委員会」という条項を削除。（「子ども・子育て会議条例」の６月議会可決による） 
・「子ども総合計画推進市民委員会設置要項」を廃止。（同上） 
資料４にて「子ども総合計画推進本部」と「子ども・子育て会議」との関係を組織図として

示した。「子ども総合計画」と新法の「子ども・子育て支援事業計画」に本会議がどのよう

に関わっていくかは後ほどこの組織図で確認していただきたい。 
この会議は、本日を含めて６回を予定。 
 
（質問なし） 
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（３）幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケートについて 

 

〈事務局・山﨑〉 

◆事務局より説明 
「子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、就労を希望しているために生じる保育

の潜在的ニーズを把握する必要から、５月１７日付けで内閣府・文科省・厚労省から、幼稚

園が実施する預かり保育の利用状況等の実態把握をしてほしいという依頼が技術的助言と

いう形であった。６月位に各幼稚園を通して保護者に「就園奨励費補助金」の申請書を配布

し７月位に回収をするので、その際にこのアンケートを実施してほしいという依頼。Ａ３判

程度のアンケート票のひな形も添付されていた。 
我孫子市では、私立幼稚園と日頃から連携し、預かり保育に対して市の単独補助を出して

いる。預かり保育の実施状況等もある程度把握できている。国からの通知は政令市や中核市

宛て。当初は市として実施しなくてもという考えもあったが、今後のニーズ把握や保護者の

就労希望、現に就労している人たちの詳しい情報を掴むために実施となった。調査の結果は

今後策定する計画で保育の需要量の推計資料として反映。 
近隣市もほぼアンケート実施の方向。ただし、６月時点ですぐにという市は鎌ヶ谷市だけ。

国からの通知遅延による予算措置の都合もあり、他市はもう少し様子を見てからというとこ

ろが多い。 
アンケート実施の対象は、市内１０園の幼稚園に通う市内在住の園児の保護者、約１７８

８人程度が考えられる。我孫子市在住でも市外の幼稚園に通っている園児も数名いるが、園

児の多くが通っている手賀の丘幼稚園、とみせ幼稚園、柏ひがし幼稚園の３園を抽出して実

施していきたい。 
調査の内容案は資料６のとおり。「幼稚園園児保護者就労状況等に関するアンケートへの

ご協力のお願い」として市長名で趣旨のご挨拶を入れている。兄弟が複数通園している場合

は、一番年長の子について回答するよう下の枠に但し書きを入れている。 
内容は、子どもが通っている園の園名。子ども全員の年齢、人数と、幼稚園に通っている

子どもの人数。自宅の郵便番号は、居住地域の把握のため。 
問１は就労状況について。（１）で父親について、（２）で母親について、就労している場

合の勤務形態（フルタイム、パート・アルバイト）、１週間あたりの就労日数、１日あたり

の勤務時間（何時何分から何時何分まで）、休業中の場合の理由（育休、病休、介護休暇。

父親向けの方では産休を割愛）を質問。 
問２は幼稚園で実施する預かり保育、保育所の一時預かり、ファミリー・サポート・セン

ター事業、ベビーシッター、認可外の保育施設などの利用状況。それぞれ利用時間も聞く。 
ここまでは国のひな形にある質問事項。問３以降は、保護者の就労状況等をより詳しく見

るための市の独自アンケート。 
問３は土曜日の就労状況について。父母の就労の有無、就労している場合の月当たりの就

労日数、土曜日の子どもの預け先について（保育所の一時預かり、ファミリー・サポート・

センター事業など）質問。 
問４は日曜日・祝日の就労状況について、問３に準じて質問。 
問５は今後について。子どもが小学生になった後に就労を希望するかを７パターンの答え
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方で質問。また、子どもが小学生になった場合に学童保育室の利用を希望するかを聞き、今

後の学童保育計画へ反映させたい。 
以上の形でアンケートを実施したいが、いかがか。ご審議いただきたい。 
また、資料６の１ページ最下段「５．今後のスケジュール」にあるとおり、７月２５日の

市長・副市長協議にて内容的には了解を得た。本日の会議で了承されれば、９月１日に各幼

稚園を通じて保護者に配布、９月１３日に保護者から各園に提出してもらい、その後、市の

方で回収、９月中旬にはコンサルタントへ引き渡して集計・分析してもらい、３月末にはニ

ーズ調査報告書と一緒に公開というスケジュールになっている。よろしくご審議願う。 
 
〈浦島委員〉 

○就労状況について等の内容は良いが、回答しやすくするための改良が必要。同じような表

現の繰り返しがある部分はまとめてすっきりさせた方が良い。くどいと答えたくなくなって

しまう。高齢者の立場から、マスはもう少し大きく。国のひな形にこだわらず、もう少しす

っきりした形で。Ａ３に収めたいのであればそこも工夫して。私の個人的な感覚かもしれな

いが。 
 
〈辻岡委員〉 

○同意見。面倒くさいから出さないということになっては意味がない。これが保育園のお手

紙ボックスに入っていても、仕事が終わってから書いて翌日出そう、という気にはならない。

捨てられてしまいそう。受け取ったらすぐ書けて、その場ですぐ提出できるようなものが良

い。フォントが見づらい。マスが小さい。問１、問２の文字も小さくてわからない。次の質

問への誘導も曖昧。太字はかえって見づらいので、細字の方が良い。（１）-２は父親に関す
る質問なのに「産休」が入っているのでおかしい。問５「今後の就労希望をうかがいます」

は、両親ともに聞いているのか、母親のみについてかがわからない。例えば父親の就労につ

いては現状維持で、母親の方だけ増やしたいとか、その逆とか、そういうことを答えるとこ

ろはないのか。 
 

〈事務局・山﨑〉 

◆母親ベースで想定しているので、そこは改善したい。 
 

〈辻岡委員〉 

○「主に日中、幼稚園の後にお子さんを見ている方が、今後もフルタイムで」とか、そうい

う一言があると良い。 
 
〈箕輪会長〉 
○父親、母親に聞いているようだが、近年家族が多様化している。子どもが父親、母親以外

と暮らしている場合もある。そういった場合に誰が答えるかを考慮しているのか。 

 

〈事務局・田口〉 

◆たとえば祖父母の場合ということか。 
 

〈箕輪会長〉 
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○祖父母や親戚などが両親に代わって育てている家庭もあるかと思う。 

 

〈事務局・山﨑〉 

◆就園奨励費の補助事業において状況を把握しており、我孫子市の場合そうしたケースは１、

２世帯のみだが、無くはない。ご意見を参考に、そうした場合どうしたらよいかについても

どこかに明記するようにしたい。 

 

〈箕輪会長〉 
○アンケートについては今の意見、質問を踏まえて事務局で検討するということで、基本的

なところでは承認いただいたということでよろしいか。 
 

（異議なし） 
 

〈箕輪会長〉 
○事務局の案をもとに進める。 

 

（４）子ども総合計画「基本目標Ⅲ」の進行管理について 

 

〈事務局・青木〉 

◆事務局より説明 
オレンジ色の冊子が子ども総合計画の後期計画書。平成１６年度から始まった前期計画の

終了にともない、市民の意見を取り入れてつくられた。 
子ども総合計画の構造について。冊子４７ページに構造体、体系がある。まず基本理念が

あり、それを達成するための基本的な視点があり、この大きな基本理念を達成するために基

本目標がある。 
基本目標Ⅰ「子どもたちが心豊かに自分らしく育つまちづくり」には体験活動などを主な

事業にしている「子育ち」関連の事業、基本目標Ⅱ「子育てに楽しみが感じられるまちづく

り」に「子育て」の視点で分類された事業、基本目標Ⅲ「子どもの成長と子育てを社会全体

で支援するまちづくり」に「地域」の視点で分類された事業がそれぞれ位置づけられている。 
５３ページに樹形図がある。まず基本目標があって、その下に基本方針１「自分らしさを

伸ばすための自立支援」があって、その下に施策目標１）子どもの人権の尊重、その下にそ

れを達成するための事業として「１．子どもの権利条約の制定／子ども支援課」、「２．子ど

もの権利条約の啓発活動／生涯学習課」とある。 
「進行管理」とは、例えば「子どもの権利条約の制定」という事業が実際に市で行われて

いるかどうか、行われているとしたらきちんと出来ているかどうか、市民の視点が入ってい

るかどうか、ということを市民の皆さんの目でチェックしていくことを指す。 
資料７の２枚目に１０個の「検証項目」がある。どういう視点で市の事業を見ていけば良

いかを考えて市民がつくった項目。この検証項目が出来ているかどうか、現状どうなってい

るかをチェックしていく。基本目標Ⅰは平成２３年度に、基本目標Ⅱは平成２４年度に前の

市民委員会によって検証済みなので、引き続き基本目標Ⅲ、６１ページ以降の事業の検証を

皆さんにお願いしたい。基本目標や基本方針の達成に必要な事業として、基本目標Ⅰ、Ⅱに
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入っていた事業で再掲、再々掲という形で位置づけられているものも含め、全部で８７事業

ある。１人で全部見るのは大変なので、この後、分担を決めて検証していきたい。 
資料８が、最新版の事業内容と、事業の状態が今どうなっているかの資料になる。一番上

に「事業内容」「事業目的」「法定義務」などの検証項目があり、それぞれの事業を所管して

いる担当課、例えば市民活動支援課の職員が、この事業は法定義務には位置づけられていな

いから「×」というような形で１個ずつ付けていった資料になる。資料７の３枚目以降は所

管課に渡した参考資料になる。 
資料７の最後に、基本目標Ⅲ（ⅡではなくⅢに訂正）の「進行管理 整理用紙」がある。

これを使って皆さんに進行管理をしていただく。例えば一番上の「市民活動支援課」なら、

事業番号「２４８番」となる。事業ごとに内容を見て、ここに書いてある意味が通らない、

こちらで「子どもの参画の有無」というのが「○」になっているけれども具体的にはどうい

う参画をしているのか、などの質問や提言があればそれを記入し、事務局にメールまたは郵

送で返していただきたい。 
以上が進行管理の方法についての説明となる。 
 
〈箕輪会長〉 
○担当を決めていきたい。 
 

〈事務局・日暮〉 

◆８７事業のうち廃止などで検証が不要となったものを除くと７２事業になる。これを１１

人で分担するので、６～８個の事業を受け持っていただく。施策１から順に７２個、検証を

担当する委員を一人ずつ決めていってほしい。 

 

〈浦島委員〉 

○ナンバーで決めるということか。１から８までの区切りで一人分と理解してよいか。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆はい。分担を決めたうえで、自分の担当以外にも聞きたいところがあれば、それはそれで

書いてほしい。 
 

〈箕輪会長〉 
○希望のところに手をあげてもらい、担当を決めたい。 
 

〈辻岡委員〉 

○保育園なので、９番から１４番の保育に関するところがやりたい。 
 

〈箕輪会長〉 
○９番から１４番、辻岡委員でよいか。 
 

〈鈴木委員〉 
○私は子ども総合計画に多少関わっているが、それでもわかりにくいところがたくさんある。

初めての人もいる。我々市民委員が何のために集まってきたか、それもわからずに来ている
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状態。この計画における委員の立ち位置や、具体的に何をすればよいのかなど、もう少し前

提を噛み砕かないとやりにくいのではないか。 
私は幼稚園だが、分担するやり方で本当にみんながそれぞれのふさわしい任務につけるの

かどうか。総合計画の時には、このような役割分担はしなかった。全体をみんなで検証し、

その中で最重要課題、今一番我孫子市の中でクローズアップされている課題を、我々選ばれ

た委員の生の声や、私で言えばご父兄が抱えている問題やつぶやきなど、そういうものを拾

いながらやっていく作業が一番適切だと思う。６回しかないので進めたい気持ちもわかるが、

実務に走り過ぎているようで気になる。 
 

〈伴副会長〉 
○鈴木先生とは随分前にもご一緒した。検証では毎回非常に苦労し、いろいろなやり方をし

てきた。 
この後期計画をどのように検証すれば良いかについて１年ぐらいかけて検討した結果、こ

のような形になった。事業ごとに質問項目を所管課に投げて、所管課自身の評価を担当者に

答えてもらい、表にした。全部の事業についてそれぞれの担当者が、どんな形で、今年は何

をして、自分たちとしてはどういう問題を抱えているのかといった報告を、ここにいただい

ている。そうした担当者側の評価を市民の立場から見直し、足りないところ、方向性が違う

と感じるところ、よくわからないところなどを洗い出し、この委員会からの質問や意見とし

て提言書にまとめる。それを２３、２４年度とやってきた。 

今回は昨年度までと比べると施策自体が少ないので、それを１１人分に分けたということ

だが、担当した部分を１人でやるとなると、それで見落としが出るのではという不安がある。

また、担当以外の部分ももちろん見てください、となると、それももっともだが、全員が全

部を見るというのはすごく大変。 

なので、この項目分けで言えば、１人につき２つぐらいずつ担当して進行管理をしていっ

てはどうか。各自の質問、意見は事務局が取りまとめ、それぞれの担当課からの回答を次の

会議までにいただき、予定だと２回ぐらいの会議の中でそれらを全体で意見交換しながら共

有していくと良いのではないか。 

以前のやり方とは随分違う。市民委員会として注目すべきところが１０項目挙げられてい

る。その検討項目を中心に、担当課が適切に事業を進めているか、不足はないか、もっと工

夫できるところはないか、アンケートをとって市民の意見を取り入れているかなど、チェッ

クしていく。これまでの２年間もそうしてきた。検討項目について、担当課からの回答を検

証しながら進めていく。それが進行管理ということになる。 

 

 

〈箕輪会長〉 
○今のご意見について。１人で担当するのではなく、２人以上で組んで進め、最終的には全

員で、という形でよろしいか。 
 
（異議なし） 
 
〈箕輪会長〉 
○その前にいただいた意見について。番号で区切るというやり方についてのご意見は。 
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〈山川委員〉 
○法律上の規定や法則はあるのか。この区切りでは担当課もばらばらだが。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆８７事業のうち廃止などになったものを除いた７２事業について、区切りが良いように６

つ程度に分けた。とくに法則はない。 
先程の意見の通り、１人ではなく２人で担当していくという形か。 

 

〈伴副会長〉 
○つまり１人２つぐらいを受け持つという形か。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆そのようになる。 
 
〈箕輪会長〉 
○１人２つ、ということでよろしいか。鈴木委員、よろしいか。 
 
〈鈴木委員〉 
○皆さんはどうか。実際に具体的にはどういうことをするのか、皆さんはわかっているのか。 
 
〈山川委員〉 
○わからない。 
 
〈鈴木委員〉 
○わからない。そこが問題。そこがわかってないと、分担だけ決めても何も機能しない。こ

の任務について、実際に見たときに何をすれば良いのかを、もう少しわかりやすく説明して

ほしい。 
 
〈事務局・青木〉 
◆今まではこういう表は出さず、どういう風に分担をしていくか、委員会の中で決めてもら

っていた。 
６１ページからの樹形図にあるように、それぞれの目標には「意味のまとまり」がある。

これまでは、例えば基本方針１「子どもの成長を支える地域コミュニティの構築」を見たい

方が何人、２の「地域と家庭が連携した子育て環境の整備」が見たい方が何人、というよう

に、「意味のまとまり」で分担していた。 

先程のご意見のように１人が２つずつを担当する場合、例えば１人の方が基本方針の１と

３を意味のまとまりで見るとして、先程の進行管理表を見て、２４８事業の「事業実施にお

いての課題」に「体験者数が減少している」とあるのを見て、「具体的に何人ぐらい減少し

ているのか」「どうして減少してしまっているのか」といった質問があれば、それを「整理

票」に記入し事務局に提出する。そうした質問や意見に対する担当課からの回答を事務局が

取りまとめたものを、次のこの会議で共有し、例えば「体験者数が減少している」について、
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委員がこういう質問をして、担当課からこういう回答がきたが、それは一体どうなのかと全

員で話し合う。 

そうした話し合いの中で、納得できなかったり、もっと詳しく聞きたいという時に、担当

課を呼んでヒアリングしたこともあった。ヒアリングの結果、実際にその事業がどうなって

いるかをここに書いて共有し、さらに市民の目線から、体験者数をもう少し増やすための提

案や提言を出して、最終的に報告書という形にまとめて、それを市長に提出するという流れ。 

今回は初めての方もおり、１人ずつに「意味のまとまり」として振り分けると事業数が多

く負担が重くなるため、それを避けるために、事業数で均等に割るという提案をした。これ

はあくまでも事務局案なので、これまで通り「意味のまとまり」として検証した方が良いと

いうことであれば、そうしていただければと思う。市民の会議なので、市民の意見で進行管

理をしていただけるよう、議論をしてほしい。 

 
〈田村委員〉 
○こういう事業を見て、こちらの意見を見て、何を見るのか。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆資料８に、「子どもの参画の有無、○」「アンケートを実施している」など、担当課に投げ

て回答してもらった内容がまとまっている。それを見て、「これは目標を達成してるから大

丈夫」とか、「これは少しおかしい」、「ここはこうしたら良いのでは」など、ここに書いて

あることについて市民目線で見直して、質問や提言があれば先程の「整理用紙」に書いてい

ただく。 

 

〈田村委員〉 
○見るのは、この表か。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆はい。これだけです。 
 
〈田村委員〉 
○これだけか。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆この表でわからないことがあれば、それを出していただき、また担当課に回答をもらって

検討する。さらに疑問があれば、担当課にヒアリングをして確認する。そのやりとりをして

いく。そういう方法でこの２年間、進行管理をしてきている。 
この「子ども総合計画」には「目標値」がない。目標値があればその達成状況で評価がで

きるが、それができない。それではどのように進行管理をしていけば良いかということで、

前回の市民委員に１年かけて検討していただき、この１０項目で説明できるだろうというこ

とになった。昨年度までの目標ⅠとⅡに続き、残りの１項目についてもこれを見て進行管理

をしていただきたい。 

 

〈鈴木委員〉 
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○年間６回、各２時間の会議が持たれるとのこと。実際には１０人以下だが、その中で役割

分担し、いわゆる検証をしていくということだが、例えば私の場合は、幼稚園という世界で

生きている。それぞれの生きている世界の中でいろいろな子どもたち、お母さんたちがどう

いうことに今悩んでいるかに接している。 
一人ひとりの子どもたちを中心に、子どもが健やかに育っていくための環境を市としてバ

ックアップしますよということだと思うが、１２時間で実際に何ができるのか。私が市民安

全課を担当したとして、先程の委員からも「これだけか」と質問が出たが、これを見ただけ

ではわかりにくい。 

忙しい合間でピントがぼけたまま進めて１年間終わってしまった、となってはいけない。

ここでの検証が、最終的には市や私たちの「行動」に結びつくように。そのためには、「こ

れがあるからこれをこなす」という視点ではなく、１２時間しかない会議を少しでも身のあ

るものにするためにはどうしたら良いか、それを考えていくべき。進行管理の方法について、

もう一度立ち返った方がいいのでは。 

市民委員が、担当課を呼びつけてダメ出しをする立場だとは、我々は誰も思っていないと

思う。自分達が感じたことを各所管の方々に知っていただき、コミュニケートしていくこと

で、それが１つずつ行動に生かされればという思い。 

例えば子ども条約で言えば、幼小保の連携というのを今盛んにやってもらっている。昔は、

幼稚園から小学校に「話を聞いてください」と言っても聞いて貰えない時代もあった。そこ

を滑らかにつないでいくということが、今、出来つつある。それはやはり、この総合計画の

１つの果実だなと思う。 

全部が１００点満点という訳にはいかない。この中で一番大切なポイントはどこかという

ことを見えるようにしたり、実例を挙げながらピントを合わせていく。この計１２時間の会

議以外にも、それぞれの場所で子どもと関わり生活している訳だから、それを出し合えば補

えるのではないか。 

 

〈伴副会長〉 
○前期の計画では、「新規１７事業」や「重点事業」など、これを中心に見ようというもの

があってやりやすかったが、後期計画ではそれらの事業がほとんどなくなった。既存のもの

に出来るだけ置き換えて、考え方としては残すが大きな予算は使えないという形の総合計画

になった。市民委員会が中心に見ていくところが一度になくなってしまった。 
そのため、各自が全体の中で関心のある部分について質問し回答して貰うというやり方で

しばらく進めたが、いろいろな立場の委員が集まっていても、誰も関わりを持っていない分

野があり、そこが検証されないままとなり、問題になった。 

子ども計画に関わっている市の担当課は、それぞれに頑張って取り組んでいる。しかし、

客観的な視点は必要。担当課の気持ちだけで動いているところはないか。事業の中身が法定

業務として入れられただけでなく目的達成のために機能しているか。大人が勝手にやってい

るだけではなく、子どもがちゃんと絡んでいるか。一般の市民の声に耳を傾けているか。そ

うしたことを検証するために１０項目を挙げ、担当者の考えを聞くことを続けてきた結果、

当初「×」が多かったアンケートの実施が、全体的に増えてきたという実感はある。次は、

アンケートで出た課題を担当課がきちんと分析し、どう考えているかを見ていく。 

基本は担当課を信頼する形で。担当課の考えや、課題ととらえていることがここに書かれ

てくるので、「一般の市民としてはこう思う」「そこまで深刻に考えなくて良いのでは」「努
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力する方向が間違っていないか」など、市民目線で受け止め、返していく。 

例えば先程の「体験者数が減少している」だと、「それについてどうしようとしているの

か」「他の課とも連携は考えられないのか」「やる気はあるのか」というような質問をしてい

く。そうやって子ども総合計画を見ていく。 

私も含め、一般の市民がこうした市の計画を見ていくときに、何も無いところから始める

よりも、この資料を使って、担当者がどう考えて何をやっているかを見るところから始めた

方が質問も具体的になる。担当課に「去年と比べてどうなのか」「今年新たにやろうとして

いることは何か」といった質問をしたり、「ここでアンケートをとってはどうか」と提言し

たりして、誰かが質問したこと、意見したことについて、みんなで議論していく。 

とにかく３年間、誰も検証しない施策というものがあってはいけない。やり方は、どれを

とったからといって、すごくやりやすいということはないと思う。この２年間はそういう流

れで進んで来た。 

 

〈箕輪会長〉 
○どのように進めていくか。資料は、実際に検証していく上で必要になれば他にももらえる

のか。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆その時点で用意したい。 
 
〈伴副会長〉 
○例えば「このアンケートをした結果がどうだったかを知りたい」と先程の用紙に書いて出

せば、事務局が担当課に「アンケート結果についての資料をください」と手配する。全ての

事業についての詳細資料を山積みにされても困る。ほしい資料だけ、「この部分について知

りたい」と事務局にお願いすれば良い。 

 

〈浦島委員〉 
○方法論的に、私の理解で良いかどうか。会議が数回しかないという前提だと、会議と会議

の間の事務局とのやりとりが重要になると思う。自分が担当した内容と、次の会議までに知

りたいこと、考えておきたいこと、資料として整えてほしいことを明確にしていくことが、

会議を充実させていくために大事。 
ただ会議に出れば良いと思ってしまえばそれまでだが、自宅に帰り、資料を整理して事務

局に出す、足りないものがあれば事前にお願いする、会議に出るまでに自分としての考えや、

資料や、物事の捉え方を明確にしていく、自分が受け持った内容を次の会議までにどういう

風に持っていくか、その積み重ね。 

会議の当日は担当ではない部分についても自分の意見をいくらでも言える。担当が誰かと

いうより、みんながシステムをよく理解して会議を充実していくようにしないと、担当者任

せになったり、間が抜けた検討会になってしまう。会議と会議の間の事務局との関わりを大

事にしていきたい。 

 
〈鈴木委員〉 
○今言われた通りだと思う。７２事業全てを点検、検証、評価しなければいけないのか。 
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〈事務局・日暮〉 
◆そうではない。 
 
〈鈴木委員〉 
○それなら、会議と会議の間に各自ができる範囲で気になる部分をピックアップして事務局

と応答し合う関係を作れば、おのずと的が絞られていくのでは。正直、全く専門外でわから

ない部分もたくさんある。そこだけやれと言われても、実際に何かできるとは思えない。各

自やれるところからやっていくのが現実的ではないか。 

 

〈事務局・日暮〉 
◆事務局としても、今言われたような皆さんが知りたい、聞きたいと思った部分について出

してもらいたいとの思いもあったが、これまでのやり方ではある程度振り分けていたので、

この提案をした。皆さんがやりやすい方法で進めてほしい。 
 

〈浦島委員〉 
○機械的に、内容で区切って２つずつ分担するという方法には否定的。そうすると、全く知

らない世界を受け持たねばならない人が出てきてしまう。今、自分が一番関心を持っていた

り、切実な願いを持っている内容についてしっかりと意見を述べていく方が良い。 
 

〈箕輪会長〉 
○「数」というよりは「分野」で分けていくとして、それぞれの専門分野や興味で挙手をし

ていくと、誰の手も挙がらない部分が出てくるという気がする。しかしその部分も、子ども

たちのための計画には必要な部分で、専門外でも引き受けていくべき。なので、１人２つず

つということで、専門や感心という観点で担当する部分と、その他の部分とを両方受け持っ

ていくという考え方。 
 

〈事務局・青木〉 

◆補足説明したい。これまでのやり方では「意味のまとまり」で分けていたと説明したが、

そのまとまりに入っている事業の全てに提言や質問をしなければいけないということでは

ない。例えば「１ 子どもの成長を支える地域コミュニティの構築」の担当者が、その中で

一番関心のある「子ども祭り」についてだけ質問、提言をするということも今まで普通にさ

れていたし、それでも問題はないと思う。 

 

〈箕輪会長〉 
○それぞれの関心、専門というところでまず基本的に決めるということでいかがか。その中

で重なった部分は複数で参加をすればいろいろな目で見られるし、それを中心にしながら、

手が挙がらなかった部分についてはまた全体的に見るという形でどうか。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆全員で７２事業を１度検証してもらうということか。 
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〈箕輪会長〉 
○全ての事業を全員でとなるとまた大変な気もするが。オレンジ色の後期計画の６１ページ

に、基本目標Ⅲの１から６までの意味のまとまりがある。まずはそのまとまりごとに希望の

ところに手を挙げて、その中で関心があったり専門だったり、見たいと思う事業を各委員が

絞っていくという方法も１つだと思う。数というよりは、まとまりごとに。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆今会長が言われたように、６つの意味のまとまりで分担するという方法で良いと思う。 

 

〈鈴木委員〉 

○検証は何回あるのか。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆回数は決まっていない。 

 

〈伴副会長〉 

○６回で提言書まで行き着くには、検証は１回か２回。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆それ以外はメールなどのやりとりになる。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆スタートが遅いうえ、この総合計画の検証の他に法律の方もある。一応６回という予定で、

場合によっては増えるかもしれないが、極力、メールのやりとりなどで進めていきたい。意

味のまとまりなど、一応担当は決めてほしい。 

 

〈辻岡委員〉 

○担当決めはどうしても必要なのか。意味がわからない。誰がいつまでに何をするのか、こ

ういうやりとりはいつまでかといった年間の動きが全くイメージできない。ここの３名はた

だの保護者で、市のことに関わるのも初めて。お役所言葉がわからないでいるうちに残り１

５分という感じ。結局何をすれば良いのか、まだわからない。 

 

〈山川委員〉 

○本当にわからない。 

 

〈辻岡委員〉 

○これを書いて出すということだけわかったが、結局何かはわからない。 

 

〈山川委員〉 

○それがあって何になるのかわからない。 

 

〈山川委員〉 
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○自分はここにいる立場ではないという気がする。 

 

〈山川委員〉 

○雲の上の存在というか、全く、わからない。 

 

〈事務局・中迫〉 

◆２５年度、２６年度は実行計画というものの見直し期間。皆さんから意見をいただき、２

７年度から実際に新しく計画をつくり直したうえで、先程言った「子ども・子育て計画」、

「子ども・子育て会議」の中の文を合わせてこの計画書をつくる。 

ここに、市がこういうことをやります、という形でいろいろと書いてあるので、これにつ

いていろんな皆さんの意見をいただき、計画におかしいところがあれば直し、言葉自体でも

必要に応じて直していく。 

 

〈山川委員〉 

○それをやるのが私たちで良いのか。 

 

〈辻岡委員〉 

○「子ども・子育て会議」というのは。 

 

〈事務局・中迫〉 

◆子ども・子育て会議の中に、保育や学童の関係もある。今後どのような形でもっていくの

かを議論していく。 

 

〈辻岡委員〉 

○これは「子ども・子育て会議」か。 

 

〈事務局・中迫〉 

◆そう。 

 

〈辻岡委員〉 

○「子ども・子育て会議」でやることは、子どもと子育てに関することという理解で良いか。

それを詳しくしたのがこれということか。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆違う。「子ども・子育て会議」というのは法律の方の部分。「子ども総合計画」と「子ども・

子育て計画」と、今は２つあるのでややこしいが、すでに「子ども総合計画」をつくってあ

るところに、新たに「子ども・子育て計画」をつくることになった。 

このオレンジの冊子が「子ども総合計画」。前回はここに次世代育成対策推進法による「行

動計画」があって、抱き合わせでつくった。 

 

〈山川委員〉 

○全くの素人なのでよくわからないが。 
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〈事務局・田口〉 

◆今回総合計画が見直しということで、皆さんに７２事業の進行管理をお願いしている。見

直しのための意見をいただきたいということ。それで今、７２事業の割り振りをしようとし

ている。保護者の立場、いろいろな立場で意見を出していただきたい。 

 

〈山川委員〉 

○一保護者のレベルで良いのか。 

 

〈事務局・田口〉 

◆それで良い。 

 

〈山川委員〉 

○保護者といっても、あくまで一個人の意見になるが。 

 

〈事務局・田口〉 

◆それで良い。その意見を出してほしい。今やろうとしているのは、この「子ども総合計画

後期計画」の見直し。皆さんにご意見いただきたい。 

 

〈辻岡委員〉 

○この会議は、これの見直しをする会議なのか。 

 

〈事務局・田口〉 

◆それと、ニーズ調査で事業計画書をつくる。２つの計画を１つにまとめて出す。 

前回は次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を抱き合せた。この中の５２ページに

書かれている事業量などの部分がそれにあたる。 

今回、次世代育成対策推進計画法が終了になり、子ども・子育て支援法に代わった。そこ

で、いろいろニーズ調査をしながら、保育園、幼稚園、認定こども園の整備計画をつくり、

同時に学童保育や、地域における子ども・子育て支援の計画を新たにつくり、そして２つの

計画を１つにまとめるということになっている。 

今回説明したのは、この「子ども総合計画」後期の見直しになる。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆２つからというのがよくわからないというのもある。 

 

〈辻岡委員〉 

○分担を決めて、割り振られたことに対して質問して、納得して、改善するということをい

つまでにやるのか。１年を通してやるのか。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆担当決めの件と同様、会議の進行についても事務局が決めることではなく、こちらの委員

の皆さんで議論して決めていただく。皆さんが会議の中で、担当を決めず関心のある部分を
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見ていくとか、施策ごととかか、自分の関心のある所はここだとか、議論をして決めていっ

てほしい。 

 

〈山川委員〉 

○私たちがこの会議で意見するのは、市民代表とか、学童代表、園児代表といった、代表の

意見ということで良いのか。 

 

〈箕輪会長〉 

○市民代表として、ということになると思う。 

 

〈伴副会長〉 

○過去の委員会でもそれぞれの委員が何かに所属しながら集まってきてはいるが、それぞれ

の組織の中で意見を決定してきて出すという会議ではなかった。例えば自分が保育園の保護

者だからといって、その立場にこだわって意見する必要はない。私も教育関係だということ

で来ているが、教育関係者の中で私の意見と違う人はたくさんいる。それらを全部集めてく

ることは求められていない。単に、いろいろな立場の市民が入った方が良いという趣旨で、

立場の違いの中から委員として出て来ただけ。 

 

〈箕輪会長〉 

○その立場の一個人としての意見で構わないということか。 

 

〈伴会長〉 

○そうです。 

 

〈箕輪会長〉 

○それぞれの専門や関心がある中でも、一人ひとりの考えは違うもの。代表だからそこの意

見を集約して出すようにと言われても、とてもできない。１人の市民として、保護者として

の意見で良いと思う。 

 

〈山川委員〉 

○了解した。そういうことなら大丈夫かと思う。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆条例でも、「○○の代表」とは書いていない。学童など「○○を利用されている保護者」

ということ。市民の代表ではなく「公募された方」という、個人的な立場なので一個人の意

見で構わない。意見をとりまとめて出すとか、いわゆる代表という意味あいではない。 

 

〈山川委員〉 

○了解した。 

 

〈箕輪会長〉 

○もちろん一個人ということであっても、保護者同士のつきあいなどの中で聞くいろいろな
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方の意見があれば、それを持ち寄っても良い。いろいろな意見が出てきた方が良い。 

 

〈山川委員〉 

○サラリーマンなので、お母さんとかお父さんとかなので、ここに書かれた議題とかも全く

わからないところもあるが、以後よろしくお願いしたい。 

 

〈箕輪会長〉 

○子ども計画の後期計画を見ていくやり方について、いくつか案が出ている。まずは数で割

るという事務局案。それから、分担を決めず各自が関心のある事業をいくつか取り上げて、

市とやりとりしながら検証したものを持ち寄り、重点的なところをみんなで議論していくと

いう案。それから、後期事業の意味のまとまりごとに何名か担当者を決めて、その担当者そ

れぞれで関心のある事業や専門の部分について検証し、それを持ち寄るという案。今３つの

案が出ているかと思うが、他にはないか。もしないようなら、この３つの中から決めたいと

思うが。 

 

（意見なし） 

 

〈箕輪会長〉 

○それでは、挙手で決めたい。 

 

〈浦島委員〉 

○もう１度、３つを簡潔に説明してほしい。 

 

〈箕輪会長〉 

○１つ目は、全ての事業を人数で割って、だいたい均等に分担するという案。２つ目は、各

自が専門や関心でいくつかの事業をピックアップし、それぞれに調べて検証し、こちらの会

議に持ち寄るという案。３つ目は、こちらのオレンジの事業計画の意味のまとまりごとに担

当者２～３名を決めて、その２～３名でこの事業全体の中から特に重点的に見たいものを持

ち寄るという案。では、それぞれに挙手を願う。 

 

・数で割っていく案…１名 

 

・全体の中で関心のある事業、専門の事業を中心にいくつか見ていく案…０名 

 

・意味内容のまとまりごとに担当者を数名決めて検証していく案…多数 

 

〈箕輪会長〉 

○それでは、意味内容のまとまりごとに担当者を決めるということでよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

〈箕輪会長〉 
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○ではそのまとまりごとに、何名か担当者を決めていきたい。 

 

〈浦島委員〉 

○時間を過ぎたが、大丈夫か。一応終了予定の３時半となった。 

 

〈箕輪会長〉 

○皆さん大丈夫か。 

 

〈箕輪会長〉 

〇この会議はこのあと担当を決めて、次回いつかを決めて、終了か。 

 

〈事務局・青木〉 

◆はい。 

 

〈鈴木委員〉 

〇基本的に時間は守らないと。 

 

〈箕輪会長〉 

○時間はよろしいか。では、これだけ決めさせていただいて良いか。 

 

（異議なし） 

 

〈箕輪会長〉 

○意味のまとまりごとに、それぞれに挙手していただきたい。何人いても大丈夫か。 

 

〈事務局・青木〉 

◆はい。 

 

〈箕輪会長〉 

○では各自の希望で、６つのまとまりの中からまず１ケ所に手を挙げてほしい。 

 

・「１ こどもの成長を支える地域コミュニティの構築」…渋谷委員。 

・「２ 地域と家庭が連携した子育て環境の整備」…辻岡委員。 

・「３ 地域と学校が連携した教育環境の充実」…鈴木委員、丸山委員、浦島委員。 

・「４ こどもが活動する場や施設の整備」…山川委員。 

・「５ 地域でこどもの成長を支援する環境整備」…伴委員。 

・「６ こどもに関する情報提供や相談体制の充実」…田村委員。 

 

〈箕輪会長〉 

○私は空いている所、人数が少ないところに入れていただければ。 

 

〈事務局・日暮〉 
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◆欠席の方もいるが。 

 

〈箕輪会長〉 

○では欠席の方に聞いた上で、決めてほしい。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆了解した。 

 

〈箕輪会長〉 

○今決まった分だけ、確認をお願いする。 

 

〈事務局・青木〉 

◆まず、１番が渋谷委員。２番が辻岡委員。３番が鈴木委員、丸山委員、浦島委員。４番が

山川委員。５番が伴委員。６番が田村委員。以上。 

 

〈箕輪会長〉 

○ではそれぞれ担当した部分について、あとは市の方と連絡を取り合って進めてほしい。今

後のスケジュールについても、各自、連絡を。時間が押してしまった。今の件について何か

質問や意見はあるか。 

 

〈辻岡委員〉 

○次回までに何をしてくれば良いのか。 

 

〈事務局・青木〉 

◆担当した部分を見て、質問などがあればこの整理用紙に記入して事務局にメールか郵送で

提示してほしい。１ヶ月に１回程度この会議を行うと次回は９月の上旬になるので、この「進

行管理 整理用紙」での質問の提出期限は８月３０日を提案したい。それで良いか、会長か

ら皆さんに聞いてほしい。 

 

〈鈴木委員〉 

○３番のまとまりは３人いるので、私は６番に移りたい。 

 

〈箕輪会長〉 

○今日欠席している２名の希望もこれから聞くので、一番専門のところで見ていただければ

と思うが。 

 

〈鈴木委員〉 

○専門というか、３番はもうかなり動いていて浦島先生もいるので大丈夫。私は６番に行く。 

 

〈箕輪会長〉 

○では鈴木委員には６番に移動していただく。 
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〈渋谷委員〉 

○確認だが、自分が選んだ場所以外の項目でも興味があって知りたいものがあればピックア

ップして構わないか。 

 

〈箕輪会長〉 

○構わない。担当を越えて、関心のある部分、専門の部分については検証してほしい。 

時間も過ぎている。議題⑤の次回以降の日程について。次回第２回目は９月頃の予定とい

うこと。皆さんの都合を聞き、後ほど事務局の方で会議室の予約状況を確認して皆さんに日

にちをお知らせするということ。事務局の方からお願いする。 

 

（５）次回以降の日程について 

〈事務局・日暮〉 

◆次回いつ、という予定はしていない。９月の土日で、１日は難しいので７、８、１４、１

５、２１、２２、２３のいずれかで、まずは会長と委員の皆さんの都合を聞き、あとは会場

の都合で決める。この中でだめな日をうかがいたい。会長はどうか。 

 

〈箕輪会長〉 

○１５日が難しいが、皆さんの都合で１５日が良ければ、大学の方の用事は断ってこちらに

来る。皆さんの都合は。 

 

〈辻岡委員〉 

○７日に保育園７園の協議がある。７日の協議会はアンケート集計など大事なところなので、

できれば避けてほしい。１２時までなので、今日と同じ時間ならぎりぎり大丈夫だが。 

 

〈渋谷委員〉 

○７日は自分が所属しているところの一番のイベントがあり一日中出られない。 

 

〈鈴木委員〉 

○全員の都合を聞いていたら決まらない。私も土日は全部予定が入っている。土曜の午後な

ら何とかなるが、ほとんどだめ。会長、副会長の都合を優先に。 

 

〈箕輪会長〉 

○各自の都合はあとで事務局の方に連絡してもらい、事務局で調整してほしい。 

 

〈事務局・日暮〉 

◆了解した。 

 

〈箕輪会長〉 

○ではこれで全て議題を終了したが、その他は何かあるか。 

 

〈事務局・日暮〉 
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◆とくに議事録の確認についての規定はないので、こちらで議事録をつくり、皆さんに送付

し、それを確認していただいて修正があればこちらに返してもらい、そこを直して公開する

という形にしたい。 

 

〈箕輪会長〉 

○事務局から何かあるか。 

 

〈事務局・中迫〉 

◆今回、初めて託児の関係をお願いした。人の手配の関係があるので、できれば１週間ぐら

い前までに申し出てほしい。以上。 

 

 

９．傍聴者 

 
１名（発言なし） 

 
 

１０．閉会 

 
以上 


