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平成２５年度 第２回子ども・子育て会議 会議概要 
 
１．開催日時 
平成２５年９月１４日（土） 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、○中島委員、○鈴木委員、 
○足立委員、○山川委員、○田村委員、○辻岡委員、○丸山委員 

（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）子ども・子育て支援新制度について 
（２）子ども・子育て会議のスケジュールについて 
（３）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 
（４）子ども・子育て支援法に基づくニーズ調査の概要と調査票（案）について 
 
５．配付資料 

 
・資料１ 子ども・子育て支援新制度について 
・資料２ 平成２５年度子ども・子育て会議スケジュール 
・資料３ 整理用紙の集計と回答 追加質問への回答〔Ａ３判〕 
・資料４ 幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケート 

 
６．議事（要旨） 
 
◆事務局の発言 
○委員の発言 
 
（１）子ども・子育て支援新制度について 
 
〈事務局・山﨑〉 
◆事務局からの説明 
資料１「子ども・子育て支援新制度について」をもとに保育課より新制度の現状を説明。 
別紙の「待機児童解消加速化プランの支援パッケージ」について、新制度が実施されるま
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での２年間（２５、２６年度）の方策についても説明。 
 
〈事務局・中迫〉 
◆事務局からの説明 
前回欠席のあびこ子どもネットワークの中島彩花委員の紹介 
 

〈箕輪会長〉 

〇新制度の説明についてご質問はあるか。（発言なし） 
 
（２）子ども・子育て会議のスケジュールについて 
 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 
資料２「子ども・子育て会議のスケジュール」について説明。 
新法による子ども・子育て支援事業計画と市独自の子ども総合計画について、今年度全 6
回の会議の検討内容や時期について説明。 

 
〈箕輪会長〉 

〇子ども・子育て会議のスケジュールについて質問や意見はあるか。（発言なし） 
 
（３）子ども総合計画 後期計画進行管理「基本目標Ⅲ」について 
 
〈箕輪会長〉 

〇前回基本方針ごとに分担した「基本目標Ⅲ」について、委員からの質問と担当課からの回

答を事務局で資料にまとめ、事前に配布してもらった。事務局から説明をお願いする。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
事前配布資料の差し替えとして資料３「課別指摘事項のあった事業数」および「整理用紙

の集計と回答」の説明。 
 
〈箕輪会長〉 

〇表の見方の説明についてご質問はあるか。（発言なし） 
基本方針１から順に回答を見て、意見、質問、ヒアリングの要望などを挙げていきたい。 
 
＜基本方針１＞ 事業番号２４８～２５８：箕輪会長、渋谷委員（欠席） 

 
〈箕輪会長〉 

〇２４８「学校生活を送る上で良い体験となったとの回答が多い」について具体的に。 
・本当に子どもたちにとって良い体験とは一体何だったのか。 
・こういう活動をしてみたいという子ども側の要望は取り入れているか。どんなことか。 
・一般市民との関わりの中で子どもたちがどんな経験を出来たのか、出来なかったのか。 
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・「市民の自主的な活動との連携」として、アンケートの結果が市民にフィードバックさ

れているのか。 
２５０「子どもの居場所づくり」の回答に、「児童館機能を備えた施設を整備する」とあ

るが、子どもの居場所＝児童館機能のある施設なのか。一体どう捉えているのか聞きたい。 
 
＜基本方針２＞ 事業番号２５９～２６２：辻岡委員、足立委員 

 
〈辻岡委員〉 

〇２５９～２６２の全てについて、利用者数と、その情報の配信について質問したい。 
・園庭開放では、各保育園ごとに、だいたい何人ぐらい来ているのか。 
・ファミリーサポートセンター事業は、会員数ではなく実際に利用している人は何人か。 
・利用者数についての情報はどのように配信し、どこで手に入れられるのか。 
例えば市役所の保育課にパンフレットが置いてあるとか、保育園の門に貼ってあるとか、

具体的に聞きたい。 
 
〈足立委員〉 

〇今のところは特にありません。 
 
＜基本方針３＞ 事業番号２６３～２７５：丸山委員、浦島委員 

 
〈丸山委員〉 

〇２６４「学校評議員制度の充実」。評議員は年配者が多く、同じ委員が着任を繰り返し、

学校側とその委員とで話をまとめる流れができていることがある。「会議中の発言について

は、機会均等」とあるが、校長とＰＴＡ経験者などの内部に通じた委員とのやりとりで会議

が進む状況を実際に見ている。学校の運営の仕方も時代によって変わると思う。若者の参加

を促すというか、この回答についてはもう少し詳しく聞きたい。 
２７０「学校図書室の充実支援」。昭和に購入した本や古い本は子どもたちも読まないも

のがあるので「意見を聞きながら廃棄している」とあるが、誰の意見を聞いているのか。ま

た、今の子どもたちにも読んでほしい昭和の本もある。この辺をもう少し聞いてみたい。 
２７３「幼稚園・小学校・中学校間の連携強化」。主管課記載内容の「幼稚園と保育園か

ら小学校へなめらかにつなげるために」という部分を保護者は一番期待している。しかし実

際に入学すると、いろいろな子どもがいて、例えば、乱暴されたり怪我をしたりとなる。回

答の中の「義務教育」という言葉が引っかかる。「義務教育だから小学校にあがる前までは

知らないよ」ではなく、現状より密に幼稚園・保育園との情報交換が出来るよう望む。 
 
〈浦島委員〉 

〇２６３「手賀沼船上学習の実施」について。「手賀沼の浄化が進んだことなどにより、参

加人数は減少傾向にあります」とあり、手賀沼が綺麗になれば事業は縮小・廃止しても良い

という意味にも取れた。本来の目的は「浄化の現状周知」だけではなく「親しむ機会を提供」

することでもあるはず。手賀沼を遊覧船で見てみたい、自然に触れ合ってみたいという要望

もあるのでは。事業の究極の目的が何で、今後どういう方向性でいきたいのかを聞きたい。 
２６４は、主管課記載内容に学校評議員制度の趣旨と合わない部分があったため指摘した
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ところ、その部分が削除となった。 
２６５は、事業名が「学校ボランティア支援事業の充実」から「体育主任研修会」に変わ

った。事業目的・内容が一致しないため説明を求めたが、「ＮＯ７８は学校体育の充実にな

っており」との回答。もう少し事業というものを丁寧に扱ってほしい。 
２７４「子どもの居場所づくり」の回答に「サポーターさんが多い地域があり」とある。

逆に少ない地域もあるということか。学校によってサポーターが多い、少ないという報告も

聞いている。あびっ子クラブがどのように実施できているのか、実情を聞きたい。 
先程の丸山委員の意見に関連して。学校評議員制度は、評議員が会して会議することが目

的ではなく、バラバラの個人の意見を校長が校長の立場で伺う、校長の諮問に応じて聞くと

いう形。卒業生など若い人も入れて幅広く意見を聞くべきだが、上限は８名。制度上の限界

がある。もっと改革すべき制度として、考えられる者が提言していくことが大事。 
 
＜基本方針４＞ 事業番号２７６～２９７：山川委員、中島委員 

 
〈山川委員〉 

〇忙しくてできなかったが、今のところは特にない。 
 
〈中島委員〉 

〇２７４「子どもの居場所づくり」で、あびっ子クラブの子どもたちは学童との違いについ

て説明を受けているようだが、逆はどうなのか。学童保育室の子どもたちがあびっ子クラブ

のことをどう認識しているのか、どのような説明を受けているのか、もう一度質問したい。 
２９６「中高生の居場所づくり」は、「２４年度より廃止」との回答だった。管理・運営

の委託が廃止なのか、事業が廃止なのかが読み取れないので、確認したい。 
２７５「小学校プールの一般開放」については、昨今死傷事件などもあり、市民プールの

代替のために小学校の門戸を開放することに問題がないのか質問したが、課としては現状で

問題ないとの意向のようなので、それはそれとして理解したい。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
２９６「中高生の居場所づくり」について。これは廃止になった事業である。担当課に聞

いた内容を補足したい。平成２３年度に生涯学習分野の事業仕分けがあった。事業仕分けに

行った委員４名のうち２名が廃止、２名が要改善となり、それを市に持ち帰って検討した結

果、各近隣センターの裁量で空き場所を貸していたのに、管理費ということで予算を付けて

まで実施することはないのではということで、この事業は廃止と決定した。もちろん各近隣

センターには、まちづくり協議会を通じて中高生のためになるべく開放していくようにと市

の方から呼び掛けをしている。更に質問があれば課の担当者が説明するとのこと。 
 
〈中島委員〉 

〇２９６の事業は市として廃止した、ということは理解した。よくある廃止ということで。 
 
＜基本方針５＞ 事業番号２９８～３１９：伴副会長 
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〈伴副会長〉 

〇２９８「人権教育」について。県の事業なので市としては受付や案内しかしていないとの

こと。「他課から出席する職員がいない」という表現は誤解を招くので訂正したいという回

答だった。課題の部分は「教育委員などへの案内が少なかったかな」という意味合いにとれ

た。県の事業を単に右から左へ案内してその通りにやっているということのようで、我孫子

市の主導と言えるのか、ここに載せて良いのか、とは思ったが一応は理解した。 
３００「子どもの権利条約啓発活動」について。実際の講座実施校は４校とのことだが、

「目標は５校」なのが気になる。事業として、啓発活動への積極性が見えてこない。全ての

小中学校を対象にどんどん広げていこうという考えはないのか。希望を持っているというよ

うな回答ではあるが、それで良いのか。その辺をもう一度聞きたい。 
３１８「施設・団体への貸出サービス」について。回答によると実際の貸出冊数は年々減

っていて、特に２４年度に激減している。読書活動を推進しているはずなのに何故か。何か

理由があるのかというところをもう一度聞きたい。 
 
＜基本方針６＞ 事業番号３２０～３３４：田村委員、鈴木委員 

 
〈田村委員〉 

〇３２３「適応指導教室『ヤング手賀沼』の運営」について。近隣在住であることと、仕事

上、不登校の子どもたちと過ごす時間があり、ここにカウンセラーなど子どもの話を聞く人

がいてくれているのか、子どもたちが地域の外に目を向けられるような取組みをしてくれて

いるのかなど、運営の中味が気になって質問した。回答には何となく納得したが、③の「必

要に応じて資料提供や情報提供している」については、必要に応じてというよりも、何か外

の世界に目を向けられるようなものを置いておいてほしいなという思いがある。 
 
〈鈴木委員〉 

〇３２７「子ども総合相談の推進」について。こうした事業は、具体的にどこでどういう相

談が行われているのか、誰がどれくらい熱心な声を聞いているのか、外からは見えない世界。

私たちが指摘をすること事態、かなり無理があり、悩んだ末にこのような質問をした。見え

ない世界をどうするかが、子ども総合計画の課題そのものだと思う。主管課が抱える課題な

どは、見える部分としてよく見ていくべき。主管課からも「これはどうも上手くいかない」

「何か良い知恵はないか」といった発信をしてほしい。自治体はまずそれをやるべき。我々

はいつも子どもたちと居るが、子どもたちのつぶやきを聞けない教師がダメなように、行政

も、子どものそういう相談の気配にやさしく耳を傾けることが大事。６回の短い会議ではあ

るが、一市民の代表として我々が気づき、発信できることもあるだろうし、行政の主管の方

たちと互いに発信し合って、知恵をしぼっていける世界にしたい。この事業については、何

を、どれくらいの件数を相談しているのか、子どもの相談というのはどういう風なシビアな

ものなのか、そういうところをむしろ知りたい。 
 
〈伴委員〉 

〇「ヤング手賀沼」の利用者数は「２８」ということで、それが所管課にとって「目標値と

同程度」との認識であることがショックだった。不登校者はもっと多いはず。画期的なとて

も良い事業として他市に先駆けてつくったは良いが、「できて早々、放置されてるのでは」
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と昨年度も議論になった。これはそうなんだろうなあと改めて思った。一方「心の教室」は、

全ての小中学校にあり、「不登校に関しては小中合わせて２，６９７人」と、非常によく利

用されている。この人数が延べなのか、居場所と相談の両方なのか不明だが、「棲み分け」

というか、ヤング手賀沼を今後どういう方向性で持っていこうとしているのかを聞きたい。

心の教室に行く子どもたちを全て「不登校」でくくって良いのかわからない。不登校以外で

その部屋に居る子とか、教室にはいれない子どもの理由とか、心の教室の中味がよく見えな

い。ヤング手賀沼に行くのと、心の教室に行くのとでは、学校の中ではどんな違いとして認

知されているのかも含め、３２２「心の教室」の方で改めて整理して質問したい。 
 
〈辻岡委員〉 

〇うちの子は小２で、不登校ではないが、「今日心の教室に行ったよ」と聞いたことがある。

たまに一緒に遊ぶ友達がいなくて淋しいと言うので「心の教室は？」と聞いたら、「火曜日

しか開いてないから行っても誰もいない」とのこと。せっかく全部の学校にあるのに、開い

ていなかったり、人がいない時間帯が実際にあるとしたら、不登校の子や、その時たまたま

独りで淋しいと思った子どもをケアしてあげられる場所になっていないと思った。現状はど

うなのか、ちゃんと居場所になっているのか、他の学校はどうなのか聞いてみたい。 
 
〈箕輪会長〉 

〇皆さんの意見を聞いていて、やはり「その先をどこに繋げていこうとしているのか」とい

った、いわゆる「目標値」などの数値では計れない部分がもう少し見えてくると良いと感じ

た。辻岡委員や鈴木委員が言ったように、そんな子どもたちの声をどこまで拾えているのか、

それを主管課がどう考えているのかという辺り、主管課が問題に捉えていることや、実際に

子どもの方が知っていたことなどがあれば、そちらについても今後伺っていきたい。 
 
〈中島委員〉 

〇確認したい。ヤング手賀沼の目的は「学校に行けない子どもを、学校に行けるようにする

こと」で、ここでいう効果は「利用者の数」というより「学校に復帰できた子どもの数」だ

と思う。その点についてどれくらい取り組まれているのか。どんなことをしているのか。ヤ

ング手賀沼は、つくられた当時のままに古びていて「あんな所に行きたくなるかな」と常々

疑問だった。子どもたちを学校に戻してあげるという役割を真剣に果たしているのかが知り

たい。我孫子市は「ヤング手賀沼」や「心の教室」などを対処的につくってはいるが、子ど

もが箱に居れば良いという考えなのか。将来、子どもにどういう心を持ってほしいのか。制

度や施策ばかりではなく、我孫子を誇りに思ってほしいとか、そういう心を知りたい。 
 
〈鈴木委員〉 

〇同感。子どもの居場所で一番大事なのは居心地が良いこと。発達センターは改築するのか。 
 
〈事務局・田口〉 
◆事務局からの説明 

２７年に改築する予定。 
 
〈鈴木委員〉 
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〇周知の通り、センターの利用者は年々増えている。うちにもそこからたくさん来ているし、

働いている人の声も聞く。あの環境は何とかしたい。本当は行きたくないのに療育を目標に

行かなければならない子どもたちが、自ら行きたくなるような環境であるべき。働く人が希

望をもって働ける環境にしたい。誰もがいきいきと生きられるように。今は冷え冷えとして、

子どもは多く、職員は少ない。今度どういう改築をするのかわからないが、是非、みんなが

行きたくなるような、良い環境をつくるために効果的な予算の使い方をしてほしい。常々、

市の予算の使い方には、無駄がある一方で肝心な所にお金をかけていないと感じる。今日は

是非お願いしたい。子どもたちや、気の沈みがちなお母さんたちが希望を持てるように。 
 
〈丸山委員〉 

〇ヤング手賀沼に通っていた子どもの例を１つ紹介したい。不登校になってしまった子ども

が、ヤング手賀沼の担当の先生が好きで通うようになった。しかし、その先生が異動となっ

てまた行けなくなってしまった。ようやく一歩外へ出始めた子どもがまた外へ出なくなって

しまった。夜も寝なくて保護者はみんな命懸けで向き合っている。そういう実情もある。 
 
〈箕輪会長〉 

〇ヤング手賀沼の話も含め、全体的に子どもの居場所についての質問や意見が多くなってい

る。ヒアリングで直接話を聞くことも可能かと思うが、その点はいかがか。 
 
〈浦島委員〉 
〇「心の教室」も合わせて、ということか。担当は同じだが。 

 
〈箕輪会長〉 

〇今のは１つの提案だが、他の所でもヒアリングができる。皆さんの意見はどうか。要望が

あれば出してほしい。まずは教育研究所の担当者に来てもらい、ヒアリングするということ

で良いか。（異議なし）では、事務局にお願いする。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 
次回ヒアリング出来るように調整したい。 
 
〈箕輪会長〉 

〇他の質問等についても、担当課からの回答のとりまとめを事務局にお願いする。 
 
（４）子ども・子育て支援法に基づくニーズ調査の概要と調査票（案）について 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
郵送で配布する「ニーズ調査」の概要について説明。１０月末頃発送、提出締切は１１月

１１日頃。その後、審議会に検証報告を数回行って、最終的には幼稚園の就労状況アンケー

トと合わせて報告書をまとめ、３月に公開する予定。対象は０～９歳までの子どもを持つ保

護者。抽出方法は人口比率を基にした有意抽出とする。 
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〈中島委員〉 
〇２種類あるが、１世帯で２つのアンケートを答える可能性はあるのか。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 
ある。宛名のお子さんについて回答いただくアンケートのため、例えば小学生と幼稚園か

保育園の園児が居るご家庭に２つ届くという場合も考えられる。 
 
〈箕輪会長〉 

〇終了時間も迫っているため、意見や質問のある方は挙手してほしい。 
 
〈辻岡委員〉 

〇実際にアンケートに答えてみた。最初は「保護者」について聞いているが、問１０以降は

「父母」についてばかり。我孫子市では両親がいない家庭はあまり無いとは聞いたが、「そ

の他」の人が保護者の場合、問１０以降に「その他」の人が答える質問が全然無いのはどう

かと思う。 
５ページ後半、保育の利用時間を答える所は「何時何分」と、「分」まで答えられるよう

にしてほしい。それが無理なら、１時間未満の部分を切り捨てるのか、切り上げるのかを明

記してほしい。 
７ページ「子育て支援施設とは？」について、「知らない＝利用今後したくない」となら

ないよう、関心を持った人が場所や内容を調べられるように「詳しいことはこちらのホーム

ページへ」と入れるか、別紙で資料を付けるなどしてほしい。 
８ページも同様。①～⑲のサービスの解説が必要。⑦の「市が発行している子育て情報誌

わくわくすくすく」は、読み物なので「利用した」「しない」では答えにくい。「読んだこと

がありますか」と具体的に聞くなど、工夫が必要。 
９ページ問１６②「日曜・祝日」について。日曜は必要ないが、月曜や木曜が祝日の場合

だけ利用したいという人もいる。祝日だけ「毎回」という人は、「２．ほぼ毎週利用したい」

「３．月に１～２回は利用したい」のどちらか。「祝日のみ利用したい場合は３番に○」な

どと一言入れるか、２番を「ほぼ毎週・毎回利用したい」に変えた方が良い。「利用したい

時間帯」も、保育の場合は「何時何分から」になるので、ここにも「分」を入れるか、「だ

いたいの時間でお答えください」と入れてほしい。 
１４ページ「小学校就学後の放課後の過ごし方」では、利用しない場合に「無記入」か、

「０と記入」か一言ほしい。何となくはわかったが書きにくかった。未就学の時点で６年生

の事まで想定して書くのは難しい。そこはだいたいで良いのか、もう少しフォローがほしい。

ここは学童のニーズを調べる項目か。あびっ子クラブと両方なのか。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 

そこの表の日数は、併用利用者が必ずいるため、合計しても７にならない。あびっ子クラ

ブと学童保育、学童保育とファミリーサポート、習い事と学童保育など、様々なパターンが

想定される。担当者とも相談したが、集計する際にどういう組み合わせで放課後を過ごすか
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の人数を把握できれば、おのずとあびっ子クラブや学童保育の利用量もわかってくるだろう

ということでこの形にした。ご意見の通りわかりにくい面もあるが、こちらでは分析の段階

で工夫が必要な設問と考えている。 
 
〈辻岡委員〉 

〇では記入例を隣りに１枚付けてほしい。文字の説明ではわかりにくいので、市役所や銀行

の窓口にあるような記入の見本を付けてわかりやすくしてほしい。 
問２２は「平日の学童利用希望者」にしか聞いていない。平日はあびっ子クラブで、長期

の休みだけ学童という人も周囲に多い。普段使わない人のニーズは拾わないのか。広く「長

期の夏休みなどに学童を利用したいと思いますか」という聞き方にした方が良いのでは。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 

学童保育の利用には最低何ヶ月からという規定があったと思う。夏休みや春休み中に、保

護者の都合で利用することはできない。 
 
〈辻岡委員〉 

〇そういう意味ではない。学校が無い夏休み、７月の後半から８月末まで１ヶ月半だけの利

用という方が、私の周囲に４人はいる。我孫子市全体ならもっといるのでは。そこのニーズ

はどうやって拾うのか。 
 
〈中島委員〉 
〇問２２を変えるというより、問２１の中で、学童保育の所に「平日だけ」ではなく「休日

も利用したいか否か」という欄を設けるとよいのでは。 
 
〈辻岡委員〉 
〇それで良い。問２１の５の希望時間帯についても調整できないか。 
 
〈事務局・中迫〉 
◆事務局からの説明 
ご意見は了解した。長期休みだけの利用者の記入方法について、事務局で検討したい。 

 
〈事務局・山﨑〉 
◆事務局からの説明 
８ページ「わくわくすくすく」の回答方法について。この情報誌は保育園、幼稚園、在宅

も含め、小学校２年生までの子どもがいる世帯全てに配布している。１人１冊は届くので、

まずは「知っているかどうか」を尋ねたい。（ｂ）（ｃ）については、この情報誌は外出先へ

携帯してわからない時にすぐ参照していただけるハンドブック型になっているので、実際に

それを見ながらどこかに出かけたかどうかで、利用した、しないが回答いただけると思う。 
 
〈鈴木委員〉 

〇１つだけ。この会議は何故１時半からなのか。この時間帯だと１日つぶれてしまう。午前
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中か夕方であれば、その前後に他の仕事ができるが、それが両方うばわれてしまう。今後日

程が増える場合には、できれば午前中にするよう考慮してほしい。 
 
〈辻岡委員〉 

夕方は家事があり難しい。終了が４時より前であれば良い。午前中なら日曜日でも良い。

場所の確保は大丈夫か。 
 
〈事務局・田口〉 
◆事務局からの説明 

この場所は土曜日の利用が少ないのでおそらく変更可能である。 
 
〈鈴木委員〉 

〇会長、副会長の都合を優先すべきなので、都合が悪ければ今のままでも。 
 
〈箕輪会長〉 

〇土曜の午前中は授業があるが日曜日であれば可能。皆さん午前中が良いのであれば、授業

の予定を照会して調整したい。土曜日以外は困る、という方はいないか。 
 
〈中島委員〉 

〇勤めているので平日は出られない。 
 
〈辻岡委員〉 

〇同じく。土日の午前から今ぐらいの時間帯ならば可能。この場所を日曜日も使えるなら、

会長の出られる日曜午前が良いのでは。 
 
〈事務局・青木〉 
◆事務局からの説明 

以前は平日の夜に会議をしていたこともあったようだが、今回は学生の委員がいることや、

市役所が駅から遠いこと、遠方から来ている方もいることから、土日の午後１時半にした。

また、傍聴者がいる場合、午前中の会議の入室時間は９：０５から９：２５までと決まって

おり、道路状況などでその時間内に入室できない場合があるため、午後とした。会議の日程

や時間帯は委員の都合で決めるのが通例。ご希望で変更することも十分可能である。 
 
〈箕輪会長〉 

〇土曜日の午前中の授業の有無が２１日以降にわかる。その結果、可能なら午前中に変更と

いうことでよろしいか。後日、報告させていただく。もし今年度が無理でも、来年度は土曜

日の午前中に出来るように努めたい。ニーズ調査について、他にご意見はないか。 

 
〈足立委員〉 

〇「用語の定義」の所には「子育て：教育・保育その他の子どもの健やかな成長のために行

われる支援」と解説があり、広い意味でやっているということを書いている一方で、設問の

中にも「宛名のお子さんの子育て（教育を含む）」とわざわざ書いてある。あえてここに（教
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育を含む）と書いてあるのは特別な意味なのか。 
 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 

「子育て（教育を含む）」の部分は国の記載のままなので、特別な意味はない。ご意見の

通りなので（教育を含む）は削除したい。 
 
〈箕輪会長〉 

〇以上でよろしいか。では、このニーズ調査については、いただいたご意見を基に事務局で

修正し、１０月２日に市長の最終確認と了承をいただいて、１０月中旬に発送するとともに、

広報や市のホームページで協力のお願いをするということで、ご了承願う。 
以上で本日の議題はすべて終了する。その他、事務局の方から何かあるか。 

 
〈事務局・日暮〉 
◆事務局からの説明 

前回ご意見をいただいた幼稚園のアンケートは、資料４にあるような形で完成し、９月１

日から１３日までということで既に実施している。市内１０園、市外３園、計２，１１８部

に配布している。 
 
〈箕輪会長〉 

〇次回３回目の会議は１１月１６日（土）同じ場所で行う。時間については追って連絡させ

ていただく時間が延びてしまい申し訳ない。本日の会議はこれにて終了とする。ありがとう

ございました。 
 
７．傍聴者 

 
０名 

 
８．閉会 
 

以上 


