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平成２６年度 第４回子ども・子育て会議 会議概要 
 
１．開催日時 

平成２６年１０月０４日（土） 午後１時３０分～４時１５分 

 

２．開催場所 

議会棟 第１委員会室 

 

３．出席者 

（委員） 

○箕輪会長、○伴副会長、○浦島委員、○渋谷委員、 

○鈴木委員、○足立委員、○武田委員、○辻岡委員 
（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、相良子ども支援課放課後対策担当主査長 

（事務局） 

長谷川子ども支援課長、廣瀬主幹、青木主事 

 

４．子ども総合計画（案）について（諮問） 

 

５．議題 

（１）９月議会へ上程した子ども・子育て支援新制度に伴う条例・基準について（報告） 

（２）次期子ども総合計画の理念及び骨子（案）について 

（３）その他 

 

６．その他 

 

７．議事（要旨） 

◆事務局の発言 

○委員の発言 

 

（１）９月議会へ上程した子ども・子育て支援新制度に伴う条例・基準について（報告） 

 

（事務局 廣瀬） 

◆資料１の諮問と答申について説明。 

◆９月議会へ上程した子ども・子育て支援新制度に伴う条例・基準について報告。 

上程した条例・基準は４議案とも可決された。来年４月１日から施行される。 

 

（２）①次期子ども総合計画の理念について 

 



 2

（事務局） 

◆「基本理念（案）」について説明。 

前回の意見を盛り込み、スローガン形式、目標形式ともに２案ずつ作成した。この中から

選ぶということではなく、参考にして、市民の皆さんにこの会議や市の思いが伝わるものに

してほしい。 

 

（箕輪会長） 

○前回、スローガン形式の方がアピールしやすい、スローガン形式ならもう少し補足説明を

付けたいという意見があった。案に示したように、スローガンの下にサブタイトルのような

ものが入るイメージ。まず、スローガン形式と目標形式ではどちらが良いか。 

 

（浦島委員） 

○スローガン形式を前面に出したい。インパクトがあって印象的な、短くて誰でも覚えられ

る表現にしたい。目標形式にすると順序や項目もあって長くなってしまう。スローガン形式

にして、サブタイトルなどで内容を具体的にイメージできる文章を加えれば良い。計画書に

載るというだけではなく、対外的に我孫子市を発信する鍵になるものとして考えたい。 

 

（箕輪会長） 

○ホームページなどにも、このスローガンや目標は載っていくかと思う。 

 

（事務局 青木） 

◆掲載される。 

 

（足立委員） 

○どちらかと言えばスローガン形式が良い。私はこれまで子どもに関係する仕事をしていな

がら基本理念というものをよく知らなかった。もっと短く、高校生位の子どもが見てもわか

るような形が良い。前回の意見を取り入れながら作って頂いたが、盛りだくさんで印象がぼ

やけている。言葉を減らすせいで多少の誤解を生んだとしても、ワンフレーズで耳に入る短

いものにしたい。補足はサブタイトルなどで入れれば良い。 

 

（箕輪会長） 

○スローガン形式を推す意見が出た。目標形式を推す意見はないか。（発言なし） 

では、スローガン形式ということでよろしいか。（異議なし） 

文言の内容についてはどうか。 

 

（鈴木委員） 

○なるべく短くシンプルにまとめたい。案１は「手賀沼の自然」より「我孫子の自然」にし

たい。手賀沼は我孫子の自然を代表するものではあるが、それが全てではない。「地域みん

なの愛」は、人の愛と自然の愛に包まれるという意味で、もっとシンプルに「愛に包まれて」

でもわかる。例えば「我孫子の自然と人、それらの愛に包まれて」など。 

 

（箕輪会長） 
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○今、鈴木委員から「我孫子の自然と人の愛に包まれて、子どもが子どもらしく育つまち」

という案を頂いた。他の委員のご意見はいかがか。 

 

（渋谷委員） 

○すっきりした方が良い。割と長い気がする。 

 

（辻岡委員） 

○確かに少し長いが、上手い具合に集約されている。補足のサブタイトルまで見て貰えるか

は人それぞれ。短くし過ぎて伝わらないのも困る。この位の長さで「うなきちさん」と一緒

にパンフレットなどに載ればパッと目に付くと思う。市内在住・在勤でも「知らなかった」

と言う人に向かって発信していくには、目に付きやすさが大事。スローガン形式の方が良い。

手賀沼だけではないので「我孫子の自然や地域みんなの愛に包まれて」でも良い。 

 

（伴副会長） 

○私は短ければ短いほど良いと思う。目標としてパッと見てもらいたい。それこそ表紙に「う

なきちさん」と一緒に載ることや、ホームページの一番上の階層に載せることを考えると、

一言だけにしたい。「愛をつなぐまち」など、誰でもが「我孫子ってそうだよね、『愛をつな

ぐまち』だよね」となる方がインパクトがある。中身は補足すれば良いので、目標自体は「○

○と○○とが…」と長くせず、覚えやすいワンフレーズで。 

 

（辻岡委員） 

○子育て世代は、新居を構えようと思う時に、まずネット検索で上位の情報からチェックす

る。スローガンに「自然」「子育て」「地域」などのフレーズが入っていてホームページのタ

イトルに使われれば、説明文に入れるよりも検索の上位にヒットしてアピールにつながる。

ただ、若い人は、そこに「愛」とあると逆にひいてしまうかもしれない。 

 

（武田委員） 

○鈴木委員から出されたものが割とバランスが取れていて良いと思う。 

 

（浦島委員） 

○スローガン案１を基本に考えていた。市民が見た時にそれが記憶に残るとか、スッと胸に

落ちる言葉かどうかが重要なので、あまり長くない方が良い。「なるほど」と納得して第三

者にそれを伝えられるようなもの。キーワードは、まさに我孫子を代表するという言葉であ

ってほしいし、一番願っている言葉は文言として入れたい。できれば、「子育て」「我孫子の

自然」といった言葉を大事にしたい。抽象的な言葉だけでは、単なる合い言葉に終わってし

まい、スローガンの意味が無くなってしまう。キーワードを明確に入れたい。 

 

（足立委員） 

○我孫子が誇れるものとして「自然」とか「人」とかを入れられると良い。「愛」という言

葉が理念の中にあるのはどうなのか、との意見もあるが、この会議で決めるのは難しい。 

 

（事務局 青木） 
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◆これまで、市が作る理念は固い言葉ばかりで、１回読んでもよくわからず流されてしまう

ようなものが多かった。皆さんにこれだけ考えて頂き進歩した。例えば「愛」などは、使わ

れていそうで使われていない言葉なので、それを入れればかなり斬新なものになるし、案１

を土台として修正して理念にするだけでもかなり進歩的かと思う。 

 

（箕輪会長） 

○我孫子市としてはかなり進歩的なものになりつつあるということ。今までの意見では、「自

然」は必ず入ってくる。また、「地域」という言葉に「人」という意味も含まれているかも

しれないという意見もあった。「自然や地域に包まれて」という言葉にも「愛」が含まれる

と言える。みんなが人との関わりの中で育っているという我孫子のイメージを表現する上で

は、「愛」というキーワードをあえて入れていくというのも１つの方法かと思う。 

○スローガン案１をベースに考えるということでよろしいか。後半の「子どもが自分らしく

育つまち」という所も変えたいという意見はないか。 

 

（鈴木委員） 

○後半はこれで良いと思う。「愛」は私が言い出した。「何が子どもを育てるのか」と人に聞

けばいろいろな答えが返ってくると思うが、それらを一言で言えるのが「愛」だと思う。幼

児教育に３０年携わっていて、私の中に確信としてあるものとして申し上げた。若い世代が

ネット検索をしてウザイ、しらけるという話もあったが、愛が何たるかを知る人はそのよう

には思わない。うちの教諭や父兄を見ていて、その人に愛があると感じるのは嬉しい。我孫

子の子どもたちが育っていくのを見ていても愛が一番大事だと思う。確かにうちの幼稚園で

も昨年からホームページを開設しているが、それが無くても募集はできていた。若い人たち

にとってはネットも情報収集の手段だとは思うが、ネット検索への配慮よりも、一番大事に

考えるべきものがあると思う。 

 

（箕輪会長） 

○今すぐに決定ということではないが、次回の会議では間に合わないので、これまでの意見

を踏まえてスローガン案１をベースに事務局にいくつか作って送って頂き、また皆さんにご

意見を頂いて、最終的に決めるということでよろしいか。 

 

（事務局 青木） 

◆３つ位の案を決めて、その中でどれが自分のイメージに近いかを皆さんに伺って、最終的

には事務局で調整するということで良いか。 

 

（箕輪会長） 

○理念は大事なので、ここで決めてしまった方が良いかもしれない。「愛」を入れるかどう

か。おそらく、メールだと最後は多数決になると思うので、やはりこの場で入れるかどうか

だけ決めた方が、みんなで決めたという形になると思う。 

 

（武田委員） 

○前回「愛」という言葉が出たので、スローガンにどう入っていくのかなと思っていたが、

事務局案ではすっきりまとめられていて好印象を持った。もう１か所、「地域みんな」とい
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う所は、家族が薄まる感じがするので「人」に直した方が良いと思う。 

 

（箕輪会長） 

○「自然や人に包まれて」ということか。皆さんはいかがか。 

 

（足立委員） 

○「愛」が話題になっているが、私としては、基本的な意味としては同じだが、「愛」より

も慈悲という概念も含めて「いつくしむ」の方がしっくりくる。 

 

（箕輪会長） 

○言葉としては「愛」の方がストレートだと思うので、例えば説明の所に「いつくしみ育て

られる」といった文言を入れてはどうか。地域社会の説明には「愛情に包まれる」と書いて

あるが、個人的には「情」ではなく「愛」や「いつくしみ」だと思う。「いつくしみ」を説

明に入れて、スローガンとしてはストレートに「愛」を入れるというのも１つかと思う。「愛」

については「入れる」という方向でよろしいか。（異議なし） 

それでは事務局でその形で作って頂きたい。 

 

（２）②次期子ども総合計画の骨子について 

 

（事務局 青木） 

◆「３．教育を通して生きる力を育む」について説明。 

小学校が楽しいと感じている子どもの割合が２４年にかけてかなり減少しており、学校の

運営方法が課題になっている。「①学校教育の充実」として授業内容の充実を、「②教育環境

の整備」としてエアコン設置などを、「③人材の配置」として先生方の研修や英語など専門

性の高い教師の育成を、「④『ふるさと我孫子』を愛する子どもの育成」として我孫子なら

ではの文化や歴史に関する学習を行う「ふるさとカリキュラムの開発」などを、「⑤心豊か

にする学習と体験の推進」として子ども自身が公民館に学びに行くなどの事業を入れている。 

 

（浦島委員） 

○「教育を通して『生きる力』を育む」と初めて読んだ時に、「生きる力」とは何かが読み

取れない。「現状と課題」の中にでも少し説明を加えてわかりやすくしてほしい。 

○学校が楽しいかについて、小学５年生が平成２４年にかけ大きく減少しているというのは

どういうことなのか、何も問題点が無いならそれで良いが、もう少し解説がほしい。 

 

（事務局 青木） 

◆このアンケートは、「『子育て』『子育ち』環境等に関する総合調査」に基づく。市が独自

に予算をかけ、小５・中２・高２について３年ごとに調査した。最初に小５で調査した児童

が３年後にも調査を受けることで成長による変化がわかる。当然、教育委員会とも話して、

中身も見て頂いていると思うが、あくまで基礎資料として実施しているアンケートなので、

その結果を受けて状況を細かく分析して現場に反映させるという方向を向いていない。 

 

（箕輪会長） 
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○２５ページの幼・保・小連携の所で、「連携・交流活動を実施した小学校の割合」が１０

０％になっているが、果たしてその「質」はどうか。本当に幼保から小学校への移行が子ど

もたちにとってスムーズになっているかが、この数値だけでは見えない。他の指標も同様で、

子どもたちにとって質の高いもの、良いもの、満足するものになっているかが見えない。昨

年から意見が出ているように、子どもたちにとってどうだったかを見て頂きたい。 

 

（事務局 青木） 

◆「４．子育てにやさしい生活環境づくり」について事務局から説明。 

ここは主にインフラ整備に関する部分。「①子育て世帯が住みやすい環境の充実」には、

身近に遊べる森や野原などが少なくなってきている中、小さいお子さんを連れたお母さんが

気軽に遊びに行けるように市として公園を整備するということや、定住化促進プロジェクト

で出された「コンビネーション遊具の設置」を入れた。「②誰もが安心して外出できる環境

の整備」は、お母さんたちが乳幼児と一緒に外出してもミルクをあげられるような場所を設

置する事業など。「③子どもを見守る地域づくり」は、もう少し行動範囲が広がった子ども

たちの見守りを強化する事業。「④放射能対策」は、今後も線量を測定しながら安心を確保

していかなければならないということで最後に入れた。 

 

（武田委員） 

○３８ページの「バリアフリー整備公園数」の目標値は２８年度が３ヶ所、３１年度が２ヶ

所で減っている。これは新規に整備する数という理解で良いか。それなら指標名に「新規」

と入れた方が良い。一度整備した公園を減らすということはなかなか無いとは思うが、その

ようにも読み取れる。 

 

（事務局 青木） 

◆新規に整備する数である。 

 

（辻岡委員） 

○３６ページの「若い世代の住宅取得等への支援」には、何歳までという規定があるのか。

女性が出産する年齢は人それぞれなので、「若い」と限定するのは違和感がある。家は建て

たいが子どもはまだ欲しくないという夫婦でも、若ければ含まれるのか。表現が曖昧。 

 

（事務局 廣瀬） 

◆年齢などの規定はない。子育て世代という意味。 

 

（事務局 青木） 

◆これも定住化プロジェクトで昨年度始まった事業。１０月３日現在で８６件の申請があり、

突出したものでは１，６９０万円位出している。担当課としては平成２８年度までには２０

０件を目指したい考えだと思う。 
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（箕輪会長） 

○ここを「若い世代」ではなく「子育て世帯」に変えた方が良いと思うが、可能か。 

 

（事務局 青木） 

◆事業名には新しく我孫子市に若い世代に来て貰うという意図が含まれており、要綱などで

決まっているので変えられないと思う。説明文は変更可能なので修正したい。 

◆「５．仕事と家庭の両立支援」について説明。 

市は会社や企業などに対して具体的な指導ができる立場ではないので、事業としては、ワ

ーク・ライフ・バランスの充実に向けた意識の啓発が主な役割になる。「①ワーク・ライフ・

バランスの実現に向けた環境づくり」は、預かり保育やファミリー・サポート・センター事

業など働くお母さんたちの保育を支援する事業。「②男女共同参画に関する意識の浸透」は、

我孫子市は男女共同参画都市として登録しており、男女共同参画室も持っている。そこで「か

がやく」という情報誌の発行や男女平等教育の研修、男性の子育て参加への支援ということ

でパパのための応援プロジェクトなどを行っている。 

 

（武田委員） 

○学童の保護者から、待機児童対策について１つ項目立てしてはどうかとの意見をいただい

た。おそらく再掲ばかりになるかと思うが、学童のみならず、保育園などにも関係してくる

ことなので、検討してほしい。 

 

（辻岡委員） 

○「enjoy パパプロジェクト」は就学前の子どものパパが対象。うちの小学校にも「おやじ

の会」があるが、小学生の子どもを持つパパのプロジェクトが無いのはなぜか。中学校に入

るまでほしい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆市としては、父親としてスタートする所でお父さんが子育てに参加し、お母さんの負担感

が軽減できるという考え方をもち実施している。そのため、就学前のお子さんを持つお父さ

んを対象にしている。 

◆「enjoy パパ」の参加人数は年々増えていて、意識の高まりを感じる。お父さんたちの集

団が子どもの成長に合わせて活動を継続していくことは大事なことと認識するので、広げる

視点は持っていきたい。 

 

（足立委員） 

○おやじの会や enjoy パパに来る人はもともと意識の高い人たち。問題は、そういうことに

見向きもしないような人にいかに関心を持ってもらうかだが、そこは価値観の問題なので難

しい。無理矢理参加させれば、その人の価値観を否定することになる。「親父は大黒柱で稼

ぐものだから、家のことはお前がやれよ」という家庭も中にはあって良いと思う。難しいの

は、お母さんも仕事をしていて「仕事をするなら家事も手を抜くな」と言われてお母さん一

人が苦しんでいる場合。そういう状況をなかなか拾い上げられない。 
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（辻岡委員） 

○やはり子育ての負担が増えると、気持ちの余裕がなくなって面倒を見られなくなってくる。

家事も仕事もして、その上、子どものこともやさしく叱れるかというと難しい。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆イベントは土日を中心に毎月各広場でも実施している。イベントに参加する方は、最初は

お母さんの勧めで仕方なく来る感じの人もいるが、実際に来ると楽しさがわかって帰る人が

多い。担当するスタッフの力が大きく、毎月いろいろ趣向をこらし繰り返し実施しているた

め、参加者が増えている。３年間実施してきたが裾野は着実に広がっていると感じる。参加

できない方や意識の低い方も確かにいるのなかでは、啓発誌などを見やすくして発行し、意

識向上が図れるようにと努めている。まだまだ足りない所もたくさんあると思うので、これ

からも事業の充実に努めていきたい。 

◆子どもが幼稚園や小学校に通うようになるとお父さん同士の出会いもあるが、在宅で子育

てをしている家庭では、なかなかお父さん同士が関わっていく場所がないので、そこにスポ

ットをあてて事業を始めたという経緯もある。 

 

（鈴木委員） 

○うちの幼稚園でも「おやじの会」を３０年近くやっている。最初の一歩がなかなか踏み出

せない人も来ると、はまるようだ。父親は地域に参加する機会がないので良いチャンス。 

 

（鈴木委員） 

○私もそうだが、我孫子の場合はママが我孫子出身でパパは市外出身という「マスオさん」

が多いので、パパが淋しかったり居心地が悪かったりすることもあるのかもしれない。 

 

（事務局 青木） 

◆今、若い男性職員も少子化のプロジェクトのメンバーに入っている。「子育てサポート」

「男女共同参画」などの題目は男性に敬遠されるが、例えば生涯学習課の「アビコでなんで

も学び隊」なら参加しやすい。企業ぐるみの参加例もある。同じ位の年齢の子どもを持つ父

親同士が、そうしたイベントや少年野球団、スポーツ少年団をきっかけに知り合うこともあ

る。そのような機会を我孫子市として、もう少し柔軟な思考でできないかとプロジェクトで

話している。共働きで子育ても頑張っているが、経済的に生活していくのも大変という方も

おり、子どもが「愛に包まれて」となるのは難しい状況であると思う。市で何ができるのか

現在、検討している段階にある。 

 

（箕輪会長） 

○４５ページの「男性の子育て参加への支援」にある「参加」という言葉が気になる。これ

は子育ての計画なので、これから何年か先の理想を目指していくもの。もちろんいろいろな

価値観があるが、子どもがみんなに育てられるということを考えた時に、「参加」という形

で父親は育児するものなのだろうか。やはり、父親として、働いて稼いで帰ることも１つの

育児の在り方ではあるが、父親が子育てを楽しむきっかけを作って、そこで母親と父親のそ

れぞれが育児に関わっていくという形を考えていきたい。 

○「産む」という以前の、もっと早い段階での啓発も必要。昨日参加した子育てサポーター
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の講座の中で、妊娠中から情報が得られるように助産院や病院に子育て専門情報を置いて市

の支援事業を知って貰ってはどうか、その中にあるお父さん向けの情報を持ち帰って「ちょ

っと読んでおいてよ」と渡すだけでも、「ああ、父親になるんだな」と自覚が芽生えてくる

のではないかという意見が出ていた。職業体験などをして実感が持てるようになる高校生位

の段階から「我孫子に住んで子育てをすると、こんなに楽しくて子育てしやすいんだ」とい

うビジョンを持って貰えれば定住などにもつながると思うので、そういった教育の面でも考

えて頂きたい。 

 

（事務局 青木） 

◆「６．配慮を必要とする子どもと家庭への支援」について説明。 

虐待やひとり親、発達が気になるお子さん、貧困などをまとめている。虐待の件数は平成

２３年度に２，３８８件、ひとり親の児童扶養手当の申請件数は年間約８００世帯、「こど

も発達センター」への相談件数は年間６００名程度で出生数の約１０％あり、いずれも決し

て特殊なケースではない。「①子ども虐待防止対策の充実」は、基本的には関係機関等との

連携。「②ひとり親家庭への自立支援の推進」は、就労支援、生活支援、経済的支援。「③発

達に支援が必要な子どもへの対応」は、こども発達センターの事業が多い。「④子ども・若

者の自立支援」は、全国的な問題となっているいじめに関する事業が入っている。不登校へ

の対策は、我孫子市は公的機関として「ヤング手賀沼」を設置しており、こちらの改修と移

転が入っている。 

 

（辻岡委員） 

○いじめ防止対策について。我孫子市では、子どもたちのインターネット利用の制限につい

て条例やガイドラインを検討しないのか。昔のいじめは校舎の裏に呼び出すとか、いじわる

な手紙を回すとか目に見えていたが、今はＬＩＮＥやＳＮＳなどの見えないものになってい

るので、小学校では夜９時を過ぎたら接続を禁止するという案が出ている。そういうきまり

があれば、例えば「読んだのになんで返事しなかったの？」「いや、時間だったから…」と

言い訳に使えるという報道もある。我孫子市ではどうなのか。 

 

（事務局 廣瀬） 

◆個別に情報はない。ゲームについては教育の妨げになるということで、四小だったと思う

が、ゲームをしない曜日を作ろうといった学校ごとの動きはある。条例で禁止するというの

はまた別の話。まずは学校に個別で検討して頂く、今はそれが始まった段階。確かに、ＬＩ

ＮＥ等でのいじめがあるという事実は教育委員会等でも把握している。１２月に、いじめに

関する条例が上程されるという動きもあるので、情報確認も含めて１２月の条例を待って、

それから各学校が個別で検討して、それをまとめていくという話になると思う。 

 

（鈴木委員） 

○こども発達支援センターはいつ立ち上がるのか。発達が気になる子どもの相談が年間６０

０人いて、学童の方では待機児童が出るという状況で、こども発達支援センターでも、かつ

ては週に１～２回みていた支援の必要な子どもたちを、今は月に１回しかみられない、それ

は、センター職員の怠慢などではなく、子どもの数が多すぎて追いつかない。施設の整備と

人的な体制の強化は両方合わせて進める必要がある。我孫子らしい血の通った支援が必要。 
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（田口子ども部長） 

◆建物の増築は来年度、オープンは再来年の予定。幼稚園、保育園などでも配慮が必要な子

どもは増えている。保育園でも巡回相談は果たせる。人的にも施設的にも足りない状況だが、

施設については増築して機能を強化する。人的には来年度の正規職員、総合職については市

長に直接談判し、増員する予定。両面からの機能強化を進めたい。 

 

 

（足立委員） 

○発達が気になるお子さんほど手厚いケアが必要。４７ページ後半に、いわゆる「小１ギャ

ップ」について書かれている。確かに小学校に上がってから伸びるお子さんもいると思うが、

保育園の現場で見て来た中では、「このお子さんは小学校に上がったらきっと大変苦労する

だろうな」と思う場合は大抵当たる。難しいのはセンターにつなげること。親御さんに納得

して貰って、センターに行って貰うのが大変。以前、幼稚園の先生方から、幼稚園では親御

さんから「うちの子は問題を抱えていて、センターにも通っていますけれど、よろしくお願

いします」とか、「もしかしたら遅れているかも」などと進んで言って貰える雰囲気がある

と聞いて素晴らしいなと思った。幼稚園では割と親御さんが園の様子を見る機会が多く、自

分の子が同じ年齢の子の中にいた時に「言葉の面で少し遅れているのかな」「集団行動が苦

手かな」ということに気づきやすいが、保育園の場合は送迎だけで日中の子どもの様子が見

えにくいので、園から親御さんに話してもなかなか納得してもらえないことがある。今は個

人情報の問題で同意書がないと基本的には発達センターの情報が保育園の方に来ない仕組

み。うちでも実際に園の中でも気になるのでセンターに行って貰ったお子さんがいたが、そ

の結果を教えて貰えないことがあった。園が連携して進めたくても、親御さんがそれをシャ

ットアウトしてしまうと、センターでどんなことをしているのかが見えてこないし、必要な

支援をすることができなくなってしまう。このような現場レベルでの、特に発達面で気にな

るお子さんのケアは、単にお金を入れれば良いということではなく、本当に運用面で色々な

工夫をしながらやっていく必要がある。支援が必要なお子さんは昔に比べると確実に増えて

おり、現場は非常に危機感を持っている。今後もっと増えた時に、例えば今は学校の中に１

クラスが学級崩壊しているのが、２クラス、３クラスということになりかねない。発達セン

ターなどの関連機関がスムーズに連携できるような仕組み、例えば幼稚園、保育園に入園す

る時には必ず情報を共有する前提で入園申込書を作るなどの仕組みがあるだけでもかなり

違うと思う。今後のことも、もっと危機感を持って考えて頂きたい。 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆数年前まで学童保育でも親御さんの許可を取らないと情報を得られない仕組みだったが、

今は、申請の時に各関係機関と情報協力をしてお子さんの状況を把握するための承諾を保護

者にもらうようにして、より良い保育をしようと取り組んでいる。保育園・幼稚園等にいた

頃の様子を細かく確認した上で、保育に活かしている。また、放課後の自由な時間には子ど

もの特性が現れやすいことから、その様子をこちらから教育研究所や小学校などの関係機関

や保護者に伝えるという形で連携を取っている。働いている保護者は日中子どもが保育園等

でどのように友達とつきあっているのかわからないので、保育園の先生に聞き、その情報を

もとに保育するという体制が非常に有意義になっている。 
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（鈴木委員） 

○いずれにしても療育は早ければ早いほど良い。 

 

（浦島委員） 

○支援が必要なお子さんについての現場の悩みは小学校でも同じ。やはり発達の問題なので、

保護者の多くは「障がい児」ではなく「発達の遅い子ども」という立場で考えていて、「う

ちの子は支援が必要な子どもではない、もう少しで追いつける」と期待している。その期待

と現実の間でどうやって保護者に理解して貰うのかという点では、専門機関である発達セン

ター等との連携が欠かせない。紙１枚の情報だけで親に判断を迫ることはできない。人の子

を預かる学校や保育園・幼稚園は、情報を共有し、お互いに人として信頼関係を作りながら

一緒に子育てを進めていくことが大事。発達センターについては、システムの在り方に疑問

を感じる部分はあるが、その役割は十分担っていると思う。「うまくやっていこう」と言う

だけでは、絶対に保護者の理解を得られないと思う。 

○５４ページのヤング手賀沼の指標は、指標として妥当なのか。単に事業名を並べるだけな

ら無い方が良い。もう少し検討してほしい。 

 

（伴副会長） 

○連携、情報共有について。幼保→小、小→中、中→高という移行期のことが今話題になっ

ている。大学等の研究でも、「バトンプロジェクト」と言って、どのように情報をつなげて、

その子自身に無理のない形で成長に合わせた適切な授業ができるか、どうやったらスムーズ

にいくかという研究が進められている。前の方にある「幼稚園・保育園・小学校の連携の強

化」や「小中一貫教育の推進」などの事業と絡めて情報を共有する仕組みを作ること、「ラ

イフ・ダイアリー」と絡めてその子の成長をずっと見守る仕組みを作ることが大切。連携強

化というのは交流事業をすれば良いというものではない。指標をよく考えてほしい。 

○「ひとり親家庭への自立支援」は親に対する支援だが、子どもへの支援も必要。確かに経

済的にも育児の面でも親は大変だが、ひとり親であるストレスが子どもの虐待につながるケ

ースや、離婚しそうな両親のもとで不安定になった子どもがそのまま学校に行けなくなるケ

ースなどもある。離婚する家庭はとても増えている。子どもが何人もいて、それぞれ父親や

母親が違うという状況を気軽に話す保護者もいる。親の離婚によって受けるショックや立ち

直れないでいる状況を、子ども自身は長く引きずっている。そのような子ども自身への支援

も必要。転入してきた時などにケアする方策を考えていく必要がある。 

 

（箕輪会長） 

○保育所や幼稚園から小学校に上がる時に、保育要録や入学時要録なども上がってくる。例

えばそのシステムを延ばして、中学校等まで子どもの相談記録などがきちんと伝わり連携で

きる仕組みが必要。 

○保育園・幼稚園の先生はとても悩んでいると思う。周囲に相談できず一人で抱え込んでい

る先生もいる。そういう先生方が相談できる場所も必要。養成校では科目数などが限られて

いるので、気になる子や虐待などの難しい家庭など、要支援のお子さんへの対応については

現場で実地に学んでいく部分もある。その辺りの「質」を研修などで補って頂けたらと思う。 
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（３）その他 

 

（子ども支援課放課後対策担当 相良主査長） 

◆これまで９月の議会上程に向けて子ども・子育て支援新制度について協議してきたが、同

時に担当課では、学童保育の父母会からの要望についてスタッフや指導員組合の方々と協議

を進めてきた。保護者から数年来ご要望頂いている開設時間延長について見通しが立てられ

る段階になったので、来週８日からパブリックコメントを実施し意見募集するとともに、利

用者の方からも意見を伺い、実現可能なものにしたい。８日からホームページ等を他の施設

で閲覧できるようにするので、そちらをご覧頂き、ご意見があれば寄せてほしい。 

また、学童保育などの施設運営を委託する「提案型公共サービス制度」について挙手する

業者からの提案を９月２１日時点で受理した。今後、審議会等を踏まえた経過についてはま

たこの会議でご報告させて頂く。 

 

（箕輪会長） 

○学童保育の話は決定事項ではない。質問があればパブリックコメント等で出してほしい。 

 

（事務局 青木） 

◆後日、今日の意見を反映して修正した計画書（案）を返信用封筒とともに郵送するので、

そちらに赤入れをして返送してほしい。次回の会議は１１月１５日。翌日の１６日からパブ

リックコメントが始まるので次回は答申になることをご承知おき頂きたい。 

 

（箕輪会長） 

○最後に、傍聴人の方から意見等があれば、１分程度でうかがいたい。 

 

（傍聴人） 

私もマスオさんの一人。市役所が色々なことをされているということはこういう場に参加

すればわかるが、なかなか自分から情報を取りに行って良いかわからない状況もある。こう

いうことをやっていると広く市民の皆さんに周知していくことが大事。情報を発信して活用

して貰う所にもう少し力を入れてほしい。 

 

（傍聴人） 

発達障がいの方々の問題は、ハード面は整備できても、運用面などについては重要なご指

摘があり大変参考になった。市も一生懸命、新たな人の確保などに動いてくれているようだ

が、やはり大変大きな問題だなと改めて感じた。 

 

（傍聴人） 

私は学童の保護者として来たが、実は言語聴覚士の仕事で保育所や幼稚園を巡回相談した

り、現場の先生方とも相談したりしていた。専門職による個別指導も大事だが、やはり普段

生活している場は保育所や幼稚園。その子をどうやって育てていくか、専門職も日常を見な

いと何も言えない所もあるので、交流していければと言っていた。私は学生の時にたまたま

我孫子市の発達センターを見学したが、その時にはやっていたと思う。やめてしまったよう

なので、ハードが出来たらどんどん現場の先生たちと専門職が交流していけたら良いと思う。 
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（箕輪会長） 

○それでは第４回我孫子市子ども・子育て会議を終了させて頂く。 

 

８．傍聴者 

 

３名 

 

９．閉会 

 

以上 


