
 1

平成２６年度 第１回子ども・子育て会議 会議概要 
 
１．開催日時 
平成２６年５月１０日（土） 午後１時３０分～４時００分 

 
２．開催場所 
市役所西別館４階会議室 

 
３．出席者 
（委員） 
○箕輪会長、○中島委員、○浦島委員、○中島委員、○渋谷委員、 
○鈴木委員、○足立委員、○武田委員、○間弓委員、○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、山﨑子ども部次長、相良子ども支援課主査長、 
遠藤こども発達センター主査長 

（事務局） 
長谷川子ども支援課長、廣瀬主幹、青木主事 

 
４．議題 
（１）子ども・子育て会議について 
（２）教育・保育及び放課後児童健全育成事業の地区設定と量見込みについて 
（３）学童保育の基準等について 
（４）幼稚園と保育園の基準等について 
（５）子ども・子育て支援法に基づく支援事業計画骨子（案）について 
（６）次回以降の日程について 

 
５．市長挨拶 
平成２４年に、子ども・子育て三法が成立した。来年４月からの子ども・子育ての支援事

業と子ども総合計画について、この会議でご意見を頂き、反映させていく。引き続きご協力

を頂きたい。新たな制度で重要となる認定こども園、幼稚園、保育園、小規模保育事業など

について、我孫子市の子どもたちにとって一番良い方法を検討していきたい。待機児童ゼロ

を２０年以上続けている我孫子市だが、厳しい財政状況の中で、量だけではなく質も含めて

検討すべき時期にきている。保護者からも要望があり、一部の保育園では、建て替えや耐震

工事、トイレ改修の検討をしている。学童は、第三小、高野山小、第四小で建て替えなどを

して定員増加を進めている。いろいろな形で保育の質を確保しながら定員増を図っていける

よう行政にできることを進めている。国から待機児童解消に向けた提案がされているが、国

が示す方法では、逆に学童や保育園に待機児童が溢れてしまうのではないかと危惧している。 
現在、我孫子市は法を超えて小６まで学童保育で預かれる体制をとっている。より学童を

必要としている低学年を最大限重視しながら、小６まで可能な範囲で見ている。あびっこク
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ラブの併用は他市町村からも注目の事業で、その設置によって学童の待機児童を出さずに子

どもたちがのびのびと遊べる体制をということで順次拡大をしている。新たに、この６月か

ら並木小、布佐南小であびっ子クラブを設置する。来年度は第二小に作れるよう教育委員会

に働きかけ、協議が整ってきている。「あびっ子クラブを早く作って」という声は多方面か

ら来ている。教室を確保できるか、地域の方にボランティアスタッフとしてご協力頂けるか

など確認をしながら少しずつ広げていき、学童保育が満員にならないよう努力している。 
市役所の中では、若手職員を中心に毎年プロジェクトチームを立ち上げている。昨年度は

若い世代の定住化策のプロジェクトを立ち上げた。若い世代に我孫子市で住み続けてもらう

ために、今ある施策や新たに必要な施策を精査し、少しずつ取組んでいく。 
少子高齢化の中、我孫子市は東葛地区の中で最も高齢化率が高く、子どもたちの人口が少

ない。出生率は、全国平均はもちろん千葉県平均よりも低く、一昨年から２年連続して生ま

れた子どもが１０００人を切っている。また、我孫子市在住のお年寄りの平均寿命は男性が

トップで、女性についてもかなり上位にある。これからも我孫子市の高齢化率は上がってい

き、子どもが減っていく現象にある。子どもが減ると我孫子市の元気も無くなるのではと心

配している。これからもいろいろな所で「我孫子は子育てしやすいよ」と言ってもらえるよ

うに皆様のご意見を頂く場を作っていきたい。我孫子市の子ども総合計画、また、子育てに

関する支援事業計画という形で忌憚のないご意見を頂きたい。 
厳しい財政状況の中でも、頑張る子どもたちを応援できる我孫子のまちであり続けたい。

それが子ども部の仕事でもある。教育委員会としっかり連携のとれる我孫子のまちを作って

いければと思っているので、ご協力を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）子ども・子育て会議について 
 
（事務局 青木） 
◆資料①「我孫子市子ども・子育て会議条例」に基づき本会議の役割等ついて説明。 

 
（２）教育・保育及び放課後児童健全育成事業の地区設定と量見込みについて 

 
（事務局 青木） 
◆資料②「教育・保育及び放課後児童健全育成事業の地区設定と量見込み」について説明。 
就学児前児童数はほぼ横ばい。入園児童数と定員数は年々増加傾向で、定員数よりも入園

児童数の方が多い。子ども１人あたりの施設の広さには国と県の基準があり、我孫子市は少

し広い県の基準を採用したので、定員を超えて子どもが入ることができる。幼稚園・保育園

を増やせば保育料が上がる。今は定員と保護者負担とのバランスをぎりぎり保っている状態。 
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自治体は地区ごとに保育園や幼稚園の定員を確保するための整備計画をつくらなくては

ならない。我孫子市には「５地区」があるので、これからもその地区で進めていきたい。 
平成２５年度のニーズ調査の結果をもとに量見込みを計算し、保育園や幼稚園、学童保育

の定員を決めていく。４月地点で仮の見込み数値を県に報告している。 
今まで自治体の自治に任せていた部分に関して国から基準が出た。自治体はそれを批准す

るための法令や規則の整備が義務づけられている。９月に実施する予定。 
 
（事務局 廣瀬） 
◆子ども・子育て支援法に伴う法令等の整備に向けた９月までのスケジュールを説明。 

 
（丸山委員） 
○我孫子市は待機児童ゼロとよく聞くが、待機児童ゼロは全国的に少ないのか。 
 
（鈴木委員） 
○待機児童ゼロといっても実際には保育園等の定員を超えている現実も説明してほしい。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆待機児童ゼロの自治体は全国各地にあるが、都市部では非常に少ない。東葛地区でも我孫

子市だけ。県内では、東葛地区や市川市、千葉市など都市部ではいずれも定員を超えての受

入れである。県内でも、南部の地域の勝浦市や、九十九里の辺りはだいたい定員割れしてい

る状況である。 
◆市内には公立６園、私立１４園、計２０園の保育園がある。それぞれ施設規模などに応じ

て定員数がある。利用希望者が多いので、ほとんどの施設で定員を超えて受け入れている。

保育園には定員の２５％増までは入園しても良いという決まりがあり、我孫子市はそれに準

じている。 
 
（田口子ども部長） 
◆我孫子市の施設は一人当たりの面積を県基準で作っている。今は、県も国基準に改正した。

この差が我孫子市が定員を超えて受け入れられる部分であり、基準は守っている。保育園へ

の入園申請については全て受け入れるようにしている。それで我孫子市は待機児童がゼロに

なっている。 
 
（武田委員） 
○量見込みの仮の数値を県に報告した際、将来の伸びも加味したのか。 
○量見込みの報告により、県等から財政定期支援が得られるのか。 

 
（事務局 青木） 
◆県が指定した事項として、保育園と幼稚園を合わせた定員数、子育て広場の設置状況など

について、利用希望はこうだったから３年後、５年後はこのぐらいにしたいという推計値を

報告した。報告に対して補助金が付くので、慎重に推計を進めている。 
◆補助金の配分は、事業ごとに国からと県からのものがある。 
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（箕輪会長） 
○面積は県基準だが、保育者の数や配置はどうか。 
○我孫子市は待機児童ゼロだが、地区によって入園先の希望が通りにくいなどの差はあるか。 
○例えば、きょうだいが別々の園に入るということもあるのか。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆子どもの数と職員の数の比率は、０歳児は３：１。１歳児は６：１（公立園は５：１）。

２歳児は６：１。３歳児は２０：１。４歳児は３０：１（公立園は２８：１）の基準で配置

している。 
◆我孫子市では公立希望の場合は、入園希望を４園出してもらう。我孫子地区、天王台地区

は希望者が多く、必ずしも第１希望に入れる状況ではない。 
◆保育園には毎月入園児がいる。年度末近くにはいっぱいの園も出てくる。年に２組程度、

少しの間だけきょうだいが別々の園へ入園になるという状況もあるが、新年度には同じ園に

行けるよう配慮している。 
 
（辻岡委員） 
○保護者から「定員はどこまで増えるの？」と質問された。定員の２５％以上は増えないと

回答して良いか。広場では、「先生は足りなくならないの？」という不安の声もある。 
○公立と私立の基準は同じか。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆園児が基準を超えて入園することはない。職員も基準に応じて配置している。 
◆公立も私立も基準は同じ。 

 
（３）学童保育の基準等について 

 
（相良子ども支援課主査長） 
◆資料③、我孫子市の学童保育の現状、国が示した基準とその影響について説明。 
今回初めて、国から学童保育の対象や基準が明確に示された。我孫子市では、現在実施し

ている内容でおおむねその基準を満たしているが、影響を受ける部分もある。 
１集団の規模や職員の数などの基準が明確化されたため、今後は学年に関わらず定員を超

えた受け入れが不可能となる。有資格者を更に雇えば可能になるが、大幅な予算増で、利用

者の負担も増える。人材の確保自体も非常に困難。今年度もスタッフの人数が揃っていない。

有資格者の多くは嘱託スタッフよりも先生などの職に就くことを希望している。午後１～７

時の勤務時間も、子育て世代には就きにくい。ハローワークなどで募集をしてもなかなか集

まらない。結果として、学童保育が開けない事態が起こり得る状況となっている。 
これから実施するパブリックコメントで、「おおむね４０人」について市の基準をどう決

めるかなど具体的に盛り込んで市民の意見を聞く。既に、学童保育の関係者には現状を説明

した。今後も保護者や、小学校に入学後、学童保育利用を検討している幼稚園、保育園の保

護者などへ周知していきたい。 
 
（鈴木委員） 
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○学童保育の保育料はいくらか。 
○幼稚園で預かり保育をやっていて小学生も来るが、預かり保育と同じ値段でやっている。

基準にも良いところはあるが、実際の制度化は難しい。市では作れば作るほど持ち出しが増

えるのでは。 
 
（相良子ども支援課主査長） 
◆学童保育の保育料は月 8,000円。８月（夏休み）のみ 12,000円。民間は異なる。他市の
民間ではだいたい３～５万。夜間実施の事業所は高い。松戸市はほぼ民間で３万円前後から。

近隣だと１万円前後が多い。確かに、学童保育を増やすと市の持ち出しは増えていく。 
 
（浦島委員） 
○職員数は３人１組とのことだが、例えば学校休業日は１１時間労働となるのか。責任ある

者が常駐できる体制か。 
○平日午後だけ開設の場合、有資格者１人＋アルバイトの計２人という考え方は有りか。 
○１１時間の開設は利用者にとっては良いが、職員側の不満はないのか。 

 
（相良子ども支援課放課後対策担当主査長） 
◆リーダーとサブリーダーが計３人いる中で、平日は毎日必ず２人以上常駐するようシフト

を組んでいる。夏休みは時間が伸びるので、例えば朝から１人、昼に１人、夜に１人配置で

きるようシフトを組み、そこに臨時スタッフを補充する。 
◆有資格者１人＋アルバイトも有りだが、職員組合との交渉により、施設の安全面を考慮し

て有資格者を常時２人置くことになっている。 
◆毎日１１時間勤務となると、シフト制でも職員の不満が重なる部分はある。 

 
（武田委員） 
○四小の学童は定員超えだが、現状の７０人は利用率を勘案するとどのくらいになるか。 
○四小は今年の１～２年生がすごく増えた印象だが、今後も増える見込みか。 
○今回の学童の制度変更とあびっ子クラブの関係は、あびっ子クラブの活用で対応できると

ころはあるか。 
 
（相良子ども支援課主査長） 
◆四小だけではないが、平均利用率は８０％と見ている。春休みなど短期利用者が増える時

期は９０％を越えている。年間をならして市内全体的にみると８０％になる。 
◆四小は平成３１年までは若干ずつ児童が増える。学区は希望制を導入しているが、根戸小

や並木小、一小なども含め地区全体の人数が増えており、減ることはない。 
◆第一小学校のモデル事業であびっ子クラブを設置した結果、学童保育の登録児童を８０人

以上から５０人にまで減らすことができた。利用者へのアンケートでも、保護者が午後早め

～夕方までの仕事であれば、学童ではなくあびっ子クラブで対応できる現状がわかってきた。

湖北台東小は待機児童が出る寸前だったが、あびっ子クラブを設置したので防げた。我孫子

市にはいわゆる児童館が無い。児童館の機能をもった子どもの居場所と、学童の待機児童対

策と、両方の性質を持っていると理解してほしい。 
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（間弓委員） 
○今まで国の基準が学童になかったことに驚いた。今後パブリックコメントを始めるようだ

が、これまでに届いているコメントの中に、我孫子市で子育てをする上でここが良い、ここ

だけは残してほしい、今後も生かしていきたいという意見はあるか。 
 
（相良子ども支援課主査長） 
◆公設公営の学童だけで待機児童ゼロを維持するのは不可能だと考える。我孫子市が先行し

て設置したあびっ子クラブは待機児童対策に効果を出している。逆に児童数が減少している

学童保育を存続させるという状況にも効果を出している。近隣市町村からも注目され、見習

っている所も多い。学童保育とあびっ子クラブは密接な関係にある。保護者たちと意見交換

しながら、あびっ子クラブを最低でも毎年１つずつは作っていきたい。 
 
（武田委員） 
○学童保育の制度改正の施行はいつか。施行後は学童に入れない児童が出てしまうのか。 

 
（相良子ども支援課主査長） 
◆新しい制度は２７年４月にスタートする。これまでは待機児童は出さないように、学童保

育施設整備計画には載っていない四小学童を急遽新築したが、潜在的なニーズが非常に高く、

予想を遙かに超える利用数になっている。どれだけ対応できるのか難しい。四小ではあびっ

子クラブの要望も多いが、今は教室の空きが無い。物理的に可能になれば、設置をするべく

数年前から協議している。 
 
（辻岡委員） 
○あびっ子クラブの設置は小学校限定か。中学校ではだめなのか。 
 
（中島委員） 
○中学の部活中は教室が開いているのでは。箱に入れておけば良いという訳はないし、小学

生が中学校に行くのはとても勇気がいるので、それを考えると一概に良いとは言えないが。 
○中学校に保育をする部活動を作ってはどうか。中学生にもメリットがある。 
 
（辻岡委員） 
○中３の家庭科で、幼稚園に園児を見に行くというのがある。そういう部活動作ってはどう

か。 
 
（鈴木委員） 
○以前から中学生と園児との交流を行っている。登校拒否の生徒が幼稚園になら行くという

ケースもあり、良い心の結びつきがある。校長が変わると無くなるのが残念。うちの園には

小３ぐらいまでの児童が預かり保育を利用している。幼稚園児と小３生とで縦の世界ができ

る。児童も慣れ親しんだ幼稚園へは喜んで来る。市が金銭的に苦しければ、私立の幼稚園な

ら何とかペイできる範囲なので、視野に入れてほしい。スペースのある園なら可能だと思う。 
 
（相良子ども支援課主査長） 
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◆小１と中３では身体の差が大きい。部屋はあっても、そこに行く危険度や、「ちょっと押

したつもりが…」という心配もある。皆さんからのご提案であれば再度検討したい。 
◆交流の観点でいえば、あびっ子クラブを職場体験の場として提供している。中学校から遠

い小学校は難しいが、東小と南小以外は全て実施し、昨年も中学生が２０～３０人来た。中

学校の実情を聞くと、職場体験のニーズや、授業と部活の関係などで、一律に職場体験が実

施できないということだ。中学校の教室活用については非常に良いご意見であり、教育委員

会にも伝えたい。 
 
（事務局 田口子ども部長） 
◆今後の検討課題として、私立幼稚園での卒園児の預かり保育と、小学校での放課後空き教

室の活用について承った。小学校から中学校へというのは移動があるのでなかなか難しい。 
 
（４）幼稚園と保育園の基準等について 

 
（山﨑子ども部次長） 
◆資料④「パブリックコメントを行う内容」と当日配布資料について説明。 
２７年４月から始まる子ども・子育て支援の新制度について、国からの案内冊子が今月末

には各家庭に配布される予定。本日その抜粋資料を配付した。国は幼稚園と保育園の良さを

併せ持つ認定こども園の普及を進め、保護者の就労状況に限らず教育・保育を支援する体制

を整備したいとしている。また、地域型保育を推進し、待機児童解消を図っていくと示して

いる。 
認定こども園および地域型保育の事業設備や運営に関する基準と、保育が必要かどうかの

判定基準を、国の基準を踏まえて市で条例化していかなければならない。資料④のとおり、

我孫子市では、現在、実施している基準から変える必要が無いため、この国の基準に準じた

形で進めたいと考えておりパブリックコメントを実施していく。ただし、「保育短時間」の

就労時間の下限については「１ヶ月あたり６４時間」という市の現在の基準を打ち出してい

きたい。 
 
（中島委員） 
○我孫子市は待機児童ゼロだが、地域型保育にも力を入れていくのか。 
○地域型保育が増えれば選択肢は広がる。利用者は何を基準に選択するのか。どちらが求め

られるのか。今、何とか納めている所から分配していくのは難しい印象がある。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆待機児童ゼロは継続できているが、第一希望園に入れないケースも多い。また、保育室の

面積は足りていても、職員が確保できず園児を増やせない現状もあるので、現在の保育園が

十分という訳ではない。保育の質も確保したい。昨年実施したニーズ調査によると潜在的ニ

ーズも多く、現在の保育園だけでは足りないのではと思えるところもあり、事業者数を増や

す必要性も感じる。３歳未満の子どもの受け皿として地域型事業の推進も必要になるのでは

ないかと考えている。 
 
（田口子ども部長） 
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◆我孫子市としては、幼稚園、保育園に希望者が入れるということを重点に考えている。市

は待機児童ゼロを継続したい。地域型保育は幼・保で受け入れられない児童の受け皿になる。

病院内託児所などが地域の児童を受け入れる意向であれば、地域型保育として認めていく。

手を挙げる事業所があれば認めていくが、幼稚園、保育園が優先と認識している。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆利用者が希望する施設で保育を受けられる形が望ましく国は進めている。基本的に利用者

は、自分で希望する園に入園の可否を確かめることになる。幼稚園、保育園、認定こども園

等は、特別な理由がない限り安易に入園を断れないという基準もある。 
我孫子市で入園申請の際に第４希望まで出すと言ったのは公立保育園への入園希望の場

合で、私立保育園への入園については現在も保護者が直接入園先に確認できるシステムにし

ている。そのため制度は新しく変わるが、入園までの流れは大きく変わることはないと考え

ている。これからも保護者の意向を繁栄できるような良い形を作っていかなければと思って

いる。 
 
（辻岡委員） 
○新制度では公立保育園でも園ごとの申し込み制になるのか。入園認定の基準も園ごとにな

るのか。認定こども園は就労の有無に限らず受け入れるということだが、保護者の状況が異

なる児童を公平に受け入れられるのか。仕事を持ち自宅よりも職場近くの園を希望する保護

者と、仕事を持たないが自宅が近い保護者とでは、どちらが優先されるのか。広く受け入れ

ることで、働く親が不便を強いられるような問題が起きてくるのではないか。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆入園までの流れは現在と同じになる。職員体制などの状況により園ごとに受け入れ体制は

異なるので、園の判断にゆだねるところは大きい。基本的には入園枠に空きがあれば入園を

断ってはいけないという指導は行えるので、その辺りも考慮しながら進めていくことになる。 
 
（武田委員） 
○既存の幼稚園・保育園も、２７年４月に向けて新しく申請が必要になるのか。最新の基準

と現状で差異があると思うが、既存の幼稚園・保育園がこれによって変わるのか。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆国の示す基準はほとんどが現在の体制の中で実施していること。新たに設置する施設はこ

ういう基準で実施することという内容である。幼稚園・保育園で既に実施している内容が主

だが、抜けがあれば直す必要がある。 
 
（丸山委員） 
○湖北地区に、私立幼稚園から認定こども園になりたいと希望した場合、認定こども園にな

るのか。 
○幼稚園や保育園が密集している地区ではこども園への変更が認められないという噂を聞

いた。実際はどうなのか。施設などの基準を満たせばどこでも認定こども園に成り得るのか。 
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（山﨑子ども部次長） 
◆湖北地区であっても、認定こども園になれる。 
◆国からは設置基準等を満たしている場合は認めるようにとの指示があるので尊重するが、

一方では、園ばかりが増えて各園が定員割れという状況になるのは好ましくないと考える。

そのため、市では、幼稚園等が認定こども園への移行希望を示した時は、その地域全体の需

要の現状や見込みに合せて再度定員を調整する必要があると考えている。国は５月末頃に各

幼稚園へ今後の方向性に関する案内や確認のための様式を送付するようだ。そういう情報を

市も共有しながら、受容と供給のバランスを保つ視点で進めていきたい。 
我孫子市では現在、めばえ幼稚園が認定こども園を実施しているが、保育園部分は厚生労

働省、幼稚園部分は文部科学省の管轄であったため認可申請やその後の提出書類等面倒が多

かった。新制度では１本化され、事務作業も簡素化する。国が認定こども園への移行を推進

する意向が強いため、体制はとりやすくなってきている。 
 
（中島委員） 
○申請先はどこか。認定こども園の管轄はどこになるのか。 

 
（山﨑子ども部次長） 
◆申請は、現在は内閣府になっている。 

 
（田口子ども部長） 
◆幼稚園型認定こども園、保育園型認定こども園というのが、もう２０例ほどできている。 

 
（鈴木委員） 
○当事者にとっては非常に難しい選択。タイミングも、この計画が決まらないうちにスター

トして大丈夫か、あるいは早い方が経営的に有利なのかと悩ましい。私から見れば幼稚園と

保育園は全く違う。幼稚園は幼児教育、保育園は家庭的な保育をやっていて、それを突然１

つにするとは、国が何を意図しているのか、待機児童ゼロだけをめざしているなら、それは

違うと思う。問題はあぶれていく子どもたち。そういう子がいたら、学年を問わず幼稚園と

いう枠の中でもお預かりしていかなくてはいけない。子どもにとって最も好ましい、本当に

良い認定こども園を作らなければいけない。行政の手続きが一本化されたことは朗報だが、

本当に悩ましい。期限もある。難しいが、皆さんと議論しながら決めていきたい。消費税増

税分のお金をこれに使うのは良い。それを継続していけるのかは別の話だが。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆幼稚園運営については、認可から全て県（教育庁 学事課）との直接やりとりで、市と幼
稚園との関わりは市の単独補助部分の把握になり幼稚園の全容が見えにくい状況がある。保

育園の場合は、私立園も含めて保育料が全て市への納入になり、補助金も国・県から市を通

して交付するので運営管理全般を理解できている。今後、幼稚園が施設型給付に移行すると

流れが変わる。認定こども園になる場合、認可は県だが、その後のやりとりは市と直接にな

るので、幼稚園にしてみれば２系統が１系統になり手間がはぶけると思われる。 
 
（足立委員） 
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○子どもの視点に立って議論すべき。国基準の縛りもあるが、どうしたら子どもにとって良

いのかを前提に、我孫子市の認定こども園や新しい制度を考えていきたい。 
 
（鈴木委員） 
○駅前近くの施設が子どもに人気だというのが末恐ろしい。１日をどう過ごしているかはわ

からないが、少なくとも、我孫子の素晴らしい自然や、いろいろな人に囲まれながらゆった

りと過ごすことがはできていないと思う。親の都合という側面がある。子どもにとって本当

に良い環境とは何か。うちの幼稚園でも他園でも、共働きは増えている。世の中の流れとい

うのはわかる。だからこそ、便利さ、近さ、親の都合や経済的なことばかりを優先し過ぎて、

後でしっぺ返しを受けないようにしなければならない。そのためには幼稚園も保育園も全部

統一されて、認定こども園になって、そういう安定した社会の中で子どもが育っていける環

境を作ってあげないといけない。ものすごく難しい課題だと思う。 
 
（足立委員） 
○保育園の認定は、標準時間が１１時間、保育短時間が８時間ということだが、例えば短時

間認定の利用者が８時間を超えて利用したい場合に、今までと違う対応が必要になるのか。 
○国の詳細は決まっていないのか。 

 
（田口子ども部長） 
◆今は国でも詳細が決まっていない。我孫子市の運営費は今まで一律だったが、例えば、８

時間を超えたら延長保育だとか、１１時間までは保育料に入っていてそれを超えたら時間外

料金という考え方もある。時間外保育は今後有料になっていくと思う。我孫子市はまだだが、

幸手市など他の自治体では延長料金を取り入れている。詳細はこれから検討していく。 
 
（山﨑子ども部次長） 
◆国もおそらく、利用者にとって今より利用しずらい体制にしようとは考えていない。短時

間認定の利用者が急な事情で８時間を超えて利用したいという場合に、時間外だから駄目で

すとは倫理的にも言えない。延長料金のような形になっていくと思う。今も７時を超える園

については延長３０分などで延長料を取っている。臨機応変さを持たせた形になっていくべ

き。国からも今後、具体的に出てくると思う。 
 
（５）子ども・子育て支援法に基づく支援事業計画骨子（案）について 

 
（事務局 青木） 
◆資料⑤、子ども・子育て支援法に基づく支援事業計画骨子（案）について説明。 
子ども総合計画の県への素案提出期限は９月だが、まだ国から策定のための骨子案が示さ

れていないため、平成２１年に出た厚生労働省の指針にある７つの柱に基づいて策定を進め

る。柱ごとに事業のボリュームは異なる。現計画よりもわかりやすく、なるべく市民にとっ

て身近なものになるよう、この会議の意見を最大限取り入れながら新しい計画を作ろうとい

うことで、今、たたき台を急ピッチで作成している。 
県に報告するのは「２．地域で支える子育て支援」の部分。まずここを完成させ、その他

の部分は３月をめどに皆さんの意見を頂きながら作成していきたい。 
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（６）次回以降の日程について 

 
（事務局・青木） 
◆日程は次第にある通り。 

 
９．その他 

 
（事務局 青木） 
◆子ども総合計画の基本目標Ⅲの検証報告書に対する市の回答が出たのでご確認頂きたい。 

 
（こども発達センター 遠藤主査長） 
◆児童発達支援センター設置に伴うアンケート調査の報告について説明。 
こども発達センターでは、手帳の有無に限らずいわゆる育てづらい子どもをどう育ててい

くかというような親の支援を中心に行っている。国は障害児支援の機能強化を推進しており、

市でも今のこども発達センターの機能に児童発達支援センターを加え、そこを強化していく

ための施設や事業の整備を行っている。特別支援級に通う子どもの保護者に、生活の中に必

要と感じている支援などについてアンケート調査をした。 
いわゆる福祉サービス、児童発達支援サービスを受けるには、保護者がまず子どもの特性

を受け取って、子どもに何かがあって、私は福祉サービスをその子のために使いますという

意思表明が無ければならない。そのために、市では相談・訓練の機能を強化し、受給者証を

取得した児童に対しての支援とともにバランス良く支援事業を行う必要がある。 
 
（箕輪会長） 
○最後に傍聴人から、ご意見等があれば伺いたい。 

 
（傍聴人） 
○前回、委員の皆さんに発言が少ないと指摘したが、今日は活発に意見が出ていたので良か

った。前回は申し訳なかった。 
 
（箕輪会長） 
○それでは時間も過ぎたので今日はこれにて終了したい。皆さんありがとうございました。 

 
１０．傍聴者 

 
５名 

 
１１．閉会 
 

以上 


