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平成 26年度 第６回子ども・子育て会議 会議概要 

 

１．開催日時 

平成 27年１月 24日（土） 午後１時 30分～３時 30分 

 

２．開催場所 

西別館４階 会議室 

 

３．出席者 

（委員） 

○箕輪会長、○伴副会長、○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 

（市職員） 

田口子ども部長、山﨑子ども部次長、（子ども相談課 増田課長、増田主査長）、（こ

ども発達センター 広瀬所長、遠藤主査長）、（子ども支援課 萩谷主査長） 

（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）子ども総合計画パブリックコメントについて（報告） 

（２）子ども総合計画の修正箇所について（報告） 

（３）子ども部の整備計画について ～子ども総合計画の下位計画～ 

   ○保育園等整備計画（案） 

   ○放課後子ども総合プラン行動計画（案） 

   ○子ども発達支援計画（案） 

（４）平成 27年度採択された新規事業（子ども部） 抜粋 

（５）平成 27年度子ども・子育て会議の日程調整について 

（６）その他 

 

５．議事（要旨） 

◆事務局の発言 

○委員の発言 

 

（１）子ども総合計画パブリックコメントについて（報告） 

 

（事務局 廣瀬） 

◆子ども総合計画パブリックコメントについて報告。 

ご意見は０件であったが、よく内容を練り上げた結果と認識している。 

 

（２）子ども総合計画の修正箇所について（報告） 
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（事務局 青木） 

◆資料１、子ども総合計画の修正箇所について説明。 

「教育福祉常任委員勉強会と子ども・子育て会議からの指摘への対応（報告）」について

は各自ご一読願う。 

 

（辻岡委員） 

○コラムの写真は誰だかすぐにわかるが、このまま載せて大丈夫か。 

 

（事務局 青木） 

◆市の刊行物に掲載するための肖像権の許諾を取っているので問題ない。 

 

（浦島委員） 

○コラムの「希望する母親にとって」、「働くお母さんたちを」などの文言は、「希望する親」

や「働く親たち」などに変えて、母親限定とならないようにした方が良い。 

 

（箕輪会長） 

○近年は「保護者」が多く使われている。「親」とどちらが適切か。 

 

（鈴木委員）、（足立委員） 

○「保護者」の方が良い。 

 

（箕輪会長） 

○ではこの部分を「保護者」に変更とする。 

 

（３）子ども部の整備計画について ～子ども総合計画の下位計画～ 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆資料２「我孫子市保育園等整備計画（案）」および保育料の改訂について説明。 

 

（足立委員） 

○表によると、市町村民税非課税世帯のみ 9,100円から 3,000円に負担軽減し、２号・３号

については全く軽減措置がないように見える。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆国の表はそうだが、我孫子市では今後も非課税世帯までは０円の形で進めていく。 

 

（丸山委員） 

○我孫子市の利用者負担は周辺市町村と比べてどうか。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆財政力ある都内とは比較できないが、国の示す額の 75％程度という近隣市が多い中で、

我孫子市は 70％程度であり、平成 10年から値上げもなく、近隣市と比べれば随分低い額に
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なっている。 

 

（子ども支援課 萩谷主査長） 

◆資料３「我孫子市放課後子ども総合プラン行動計画」について説明。（31ページ佐藤委員

の肩書きを「助教」に訂正。32 ページ一番下「32 ページ参照」を 33 ページに修正。50 ペ

ージ「３月 11日 教育福祉常任委員会に報告（予定）」を削除。） 

 

（箕輪会長） 

○以前スタッフの確保が難しいという話があったが、その後どのような状況か。 

 

（事務局 廣瀬） 

◆募集してもスタッフが集まらない現状は変わらない。ホームページ上でも募集をかけてい

る。来年度は四小の学童保育室が民営化されるため、四小に今いるスタッフを他の学童保育

室やあびっ子クラブにまわして補充できる可能性が出ている。 

 

（鈴木委員） 

○今の制度は大人の都合で回っていて子どもの幸せが軽視されている印象がある。認定こど

も園などの問題もそう。パブリックコメントに意見が来ないのも、国の施策がわかりにくい

せいもあると思う。一番大事なのは子どもの叫びに耳を傾けること。「余剰教室使用レイア

ウト例」の写真を見ても、ここで楽しく過ごす子どもの姿がイメージできない。保護者がい

ない放課後に子どもたちが満足した時間を過ごせているかをチェックするのがこの会議の

一番の機能。市長が言うように、我孫子に育って良かったと思う子どもが大人になって我孫

子に住み続けてほしいという願いがあるのであれば、一人ひとりの子どもが日々どうなのか、

生の姿や声をチェックしていくことが大事。そこを市はどう把握しているのか。 

 

（事務局 長谷川） 

◆ご意見のとおり。学童保育室は、放課後家庭で保育できない子どもを預かる施設であり、

指導員は親代わりとして子どもたちと接している。生活の支援や宿題を見るなどして、その

日の様子を連絡帳に書いて親に引き渡している。 

あびっ子クラブは預かる施設ではなく、いつもオープンで、放課後好きな時に遊びに行け

て、そこに昔の遊びやスポーツ、勉強などを教えてくれる地域のボランティアがいて、地域

の中で子どもを育てる仕組みを担う所と捉えている。学童とあびっ子が一体的に運営される

ことによって、学童にいる子があびっ子に来ていろいろな友達と遊べるというメリットも出

て来る。そうやって子どもたちが放課後を豊かにできれば一番良いと考えている。 

 

（鈴木委員） 

○時々卒園生と交流しているが、あびっ子クラブの様子を知らない。子どもが親の留守中に

どう過ごしているのかを発信してほしい。子どもたちが幸せなひとときを過ごしていること

を知った上で、あとは何をしてあげたら良いのかという所に立っていたい。 

 

（辻岡委員） 

○利用している親からは、子どもは親が家にいるいないに関わらずあびっ子クラブに遊びに
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行くと聞いている。今は連絡網が無いので電話で誘えないし、家を訪ねて留守の場合もある。

あびっ子クラブがあれば、放課後に友達と待ち合わせてそこで遊ぶことができる。連絡先を

交換するようになるのは親同士も仲良くなってからなので、それ以前の１～２年生などは、

放課後、家にランドセルを置いて、宿題だけ持ってあびっ子クラブに行く。家で遊ばせると

ゲームばかりになるが、あびっ子クラブは学校の敷地内で DS などは持ち込み不可になって

いるし、自分より大きい子や小さい子とも交流できる。そのようなあびっ子クラブの良さは、

小学生の親の間では口コミ等で十分知られている。とても良い事業なので引き続き拡充して

ほしい。低学年の利用は多いが、学年が上がると行かなくなってしまうので、もう少し高学

年の子が 1人でも行きたいと思える企画を何か作って頂ければと思う。 

 

（間弓委員） 

○私の子どもは今度民営化される四小に通っている。あびっ子クラブのスタッフは年配の方

が多く、親代わりというよりおじいちゃん、おばあちゃん代わりをしてくれて、将棋を習う

など、多世代交流ができている。親が教えられないことを学んで来られる交流の場は大事。

保護者の間では話題に出るが、情報発信は難しく、なかなか浸透しないのが残念である。 

 

（鈴木委員） 

○今の話で、当事者の間では十分に情報があって、子どもたちが喜んでいるという状況がわ

かった。今はガキ大将を中心に子どもが集まることも無いし、ゲームなどの個人プレーが中

心になってきているので、人と人が交わっていけるあびっ子クラブになれたら良いと思う。

働いていない母親がその状況を知れば、利用して働きたいと思うかもしれない。みんなが知

るように努力してほしい。 

 

（事務局 長谷川） 

◆各学校で月１回程度、遊びの予定を知らせる会報を出しており、お子さんが学校に通って

いる方はご存知だと思う。近隣の自治会でのボランティア募集や回覧板などでその他の方々

にも気づいて頂ければと思うが、学校に通うお子さんがいない方への発信は手薄なので今後

検討したい。 

 

（辻岡委員） 

○回覧板で学校だよりと一緒にあびっ子クラブの会報を回すことはできないか。回覧版でよ

その学校の情報を知ることもある。一緒に回覧して、コーディネーター募集の情報なども載

せ、60歳を超えても元気な地域の大勢の人たちにも興味を持って貰いたい。 

 

（鈴木委員） 

○退職して時間のある団塊世代の人たちに是非参加してほしい。湖北でも元気なボランティ

アをよく見る。その輪を広げられればバリエーション豊かな遊びを伝承できるかもしれない。 

 

（事務局 長谷川） 

◆担当課に確認したい。地域の方にとってあびっ子クラブでボランティアをやることが生き

がいの１つになっていると聞いている。そういったことは PRしていきたい。 
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（浦島委員） 

○私がこの会議を代表して参加している放課後対策運営委員会で確認したのは、各学校が創

意工夫して運営していることと、子ども部が全体を見渡して統制しながら質の充実を進める

ための各学校の指導にかなり取り組んでいるということ。サポーターの運営方法や子どもた

ちの管理のあり方、情報発信の仕方などを定期的に指導したり、経験豊かな指導員を交えて

互いの情報交換をしたり、積極的に対応している。実際に学校見学したが、来ている子ども

たちは生き生きしている。もちろん全員が来る訳ではないが、子どもたちは必要があって来

ているので有意義に過ごせていると思う。学童は半分親の都合で預けているが、あびっ子は

子どもの意志で来ている。来ていない子どもについても考えなければいけないが、来ている

子たちについては充実しているし、スタッフや全体的な支援体制はある程度充実している、

皆さん連携していると感じている。 

 

（事務局 長谷川） 

◆ありがとうございます。 

 

（丸山委員） 

○これから設置される第二小学校区では父親同士の話題でも「あびっ子クラブってよくわか

らない」と話しているが、これからは「良い所らしい」と言いたい。情報発信については以

前からこの会議で課題に挙がっている。我孫子市からの手紙はどれもモノクロだが、私たち

40 代以下にはカラーでなければ響かない面がある。必要な部分にはお金をかけてほしい。

ゆくゆくは「あびこの魅力発信」にもつながると思う。 

 

（辻岡委員） 

○今の話をフェイスブックに載せれば良い。我孫子市のホームページは全く更新されていな

い。情報は常に更新しなければ埋もれていく。例えば「パブリックコメントを募集していま

す」と書いたり、あびっ子クラブの写真付きで「我孫子市では今こういうことをやっていま

す」と更新したりすれば、それに「いいね！」をした人たちがどんどん拡散して、我孫子市

外の人にまで広げてくれる。ホームページは関心のある人がそこへ行って見るものだが、ツ

イッターやフェイスブックは友だちの友だちへとどんどん広がるものなので、我孫子市とし

ては情報を１つ更新するだけの手間で簡単に広く情報発信ができる。どんどん活用すべき。

20～30 代の人は情報が周りから来るものだと思っており、よほど必要に迫られない限り自

分からは調べない。やはり、情報はどんどん発信してほしい。 

 

（事務局 廣瀬） 

◆10 月１日にあびこの魅力発信室ができた。来年度以降は若者定住化も含めて予算がつい

た。子ども部として室長には子ども関係の情報発信に特に力を入れてほしいと説明した。や

はり室長もフェイスブックやツイッター等を利用する方向で考えている。ホームページに動

画を組み入れる予定もあるようだ。子どもたちが生き生きとしている動画などに連携する形

でフェイスブック、ツイッターを是非推進したいという話もある。今伺った話も担当課や室

長に伝えたい。印刷物のカラー化については努力したいが、大量に刷ることもあり難しい。

印刷物は情報が古くなっていく性質なので、やはりフェイスブックやツイッターなど現代的

な形に移行していきたい。ただ、仮想上の世界なので、職員がこうした場で説明することも
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大事にしたい。それらを連携させながら発信していきたい。 

 

（伴副会長） 

○あびっ子クラブの活動状況を見ると、利用者が市全体で１日 36名と、登録者数の約１割。

これは全児童対策の事業として適正なのか。登録していて行かいない子たちが家庭や地域で

どう遊んでいるのか気になる。行っている子たちのメリットをアピールする一方で、本当は

学童が必要なのにあびっ子にしか行っていない子や、大人に見守られることなく家庭で過ご

している子たちをどうしていくのかも考えなければならない。経済的に成り立つのであれば

「民営化」にもメリットはある。今後どういう観点であびっ子クラブや学童保育室を運営し

ていくのか。作れば良い、たくさん来れば良いという意味ではない部分で我孫子市の子ども

たち全体のことを考えていくべき。 

 

（浦島委員） 

○約１割というのはどういうことか。どのデータを指しているのか。 

 

（伴副会長） 

○49、50 ページを見た。例えば一小では登録人数 427 人のうち「全児童平均参加人数／日

（平日）」が全学年で 46.7人の約１割。１～３年では 100％近くの人が登録していて、参加

人数は約２割となっている。全学年で 90％程度は登録する。 

 

（辻岡委員） 

○年度初めの利用登録で、年間１日でも利用する可能性がある人は全員登録するのでかなり

の人数になる。自分の子どもがあまり利用しなくても、登録料 500円が運営費の足しになれ

ばということで登録する人もいる。高学年になると、低学年の中では居心地が悪い、行って

も友だちがいないなどと言って、行かなくなってしまう。 

 

（浦島委員） 

○それは解釈の仕方。例えば、１日あたりの参加人数が約１割でも、毎日の延べ人数にすれ

ばかなりの人数になる。統計上、同じ子が続けて来ているとも限らない。１日あたり 40～

50 人というのはキャパシティ的に仕方がないし、それで現在成り立っているならそれが需

要だとも言える。いつでも参加できる保証を得るために登録する人も多い中で、９割の子が

その日に行かないことに何か問題があると捉えるべきかどうかだが、私はそこが問題だとは

思わない。１割の子どもが参加しているという現状は、ある意味正常だとも捉えられるので

はないか。９割の方の子どもの保護者が問題をかかえているのであれば、どんなことなのか。 

 

（辻岡委員） 

○高学年になると家で過ごしたい、友だちとゲームをしたいなど自分の過ごし方を自分で決

めるようになる。保護者が友だちと外で遊ぶよう勧めてもなかなか出かけない子が多い。う

ちの子もそうだが、「チャレンジ」の企画がある時にだけ行きたい子も結構いる。結果とし

て、平均参加人数は少なくなるだろうと思う。 
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（伴副会長） 

○うちの子も高学年時は全然行かなかった。学童の定員は限られるので１～２年生が増え続

けると運営が大変。しかし、誰でも行ける全児童対策としてあびっ子クラブを作ると、学童

の保育料を払うより 500円のあびっ子クラブで済ませようと考える親も出で、学童が必要な

のにあびっ子クラブに流れる子が増えてしまう。登録する親と遊びに行く子どもとの間に意

識のギャップがある。月１回でも行けば良いし、その他の日に家でゲームをする子が多くて

もそれをこの事業で何とかできる訳ではない。来ている子たちが楽しんでいて、今の運営自

体が上手くいっているのはとても良いことだし１つの魅力となる事業だと思う。ただ、どこ

にも出掛けない子たちの弊害を防ぐ対策や、その子たちを拾い上げる工夫も必要。 

 

（足立委員） 

○あびっ子クラブで全てをすくい取るのは難しい。うちの保育園はお寺の境内にあるので、

卒園児を中心に子どもたちがよく遊びに来る。事業や施設に限らず地域にそういう場所がた

くさんあれば、どこにも行き場がないという子が少なくなると思う。 

 

（鈴木委員） 

○そうした子たちを拾えるのは「母園」だと思う。私が言い出したことだが、幼稚園・保育

園で預かり保育を小３ぐらいまで延長しようというプランがある。母園は子どものことや家

庭環境、親のこともわかっているので適切で行き届いたケアをしやすい。経済的にも新しい

ものを作るより既存のものを活かすべき。子どもたちが帰って来られる懐かしい場を大いに

利用してほしい。今は幼・小の連携が深まっている。熱心な小学校の先生が子どもの相談に

来ることもあり、園としても協力したい。今のガキ大将グループが昔のガキ大将だったおじ

いちゃんたちと保育園で遊んでいるというのも良いだろうと思う。 

 

（箕輪会長） 

○幼稚園・保育園では研修も重視されている。子どものケアに対する考えが保育園・幼稚園

と学童とでは少し違う気がする。学童についても、スタッフを何人確保できたかだけではな

く、数値で測れない部分も見てほしい。子どもたちが安心できる場所になるためには、安心

できる大人がいることが大事。研修などのソフト面や環境の部分など、子どもたちのためを

考えて人と物の両面で充実させてほしい。 

 

（子ども相談課 増田） 

◆「子ども発達支援計画（案）」について説明。 

 

（間弓委員） 

○31ページの図 11に「早期発見」とあるが、具体的には何歳からか。 

○保護者の間では、我孫子市の保健センターの１歳半健診の時に「発達支援センターに」と

いう連絡が来る親が多いと感じている。それはなぜか。 

○発達支援センターは人気があって予約が取りにくく、順番待ちだと聞く。センターはとて

も勉強になるので、本当に必要としている方たちに支援が届くようにしてほしい。 
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（こども発達センター 遠藤主査長） 

◆早期発見は０歳から。できれば虐待予防の観点で「妊婦から」にしたいという思いはある。 

◆だいたい出生率の１割に発生すると言われるが、我孫子市の１歳半健診では２割位に発生

している。それは発達センターが予防に重点を置いているから。特性を持つお子さんは育て

にくいためいわゆる虐待につながりやすく、１次的な障がいを持っていると２次疾患も持ち

やすい。親の育て方の問題ではなくお子さんに育てにくさがあって、少し特別な関わり方を

してあげると上手くいくのではというアドバイスをする場所がこども発達センターだと考

えている。「こども発達センターに行く＝障がいを持つ子だと診断されてしまう」という認

識は間違いだと知って頂き、家族支援もする施設だと思って頂ければと思う。 

◆確かに待機は多い。保護者が連れて来てくれないと支援ができないので、来られない方を

どうするのかも課題だが、まずは待機の問題と、訓練開始にも時間がかかってしまっている

ので、今後市として少しでも支援を早めてなくてはと考えている。 

 

（鈴木委員） 

○相談室・訓練室を増設し職員の増員を図ると言うが、施設改築等の進捗状況と、具体的に

どんな職種の相談員が今何人いて、将来的には何人ぐらいに増やしていくのか教えてほしい。 

 

（こども発達センター 広瀬所長） 

◆施設の増築は予算が通れば来年着工し、28 年度に開設する計画になっている。合わせて

27 年度には職員を４名増員し、少しでも待機者の解消を図りたいと考えている。市全体の

職員数は現状維持の方向にある中で、市長の理解を頂き、あえて増員となった。スタッフは

現在、増員分を含めた正職員が 21 名いる。ケースワーカー、心理士、理学療法士、作業療

法士、保育士、児童発達支援員、言語聴覚士がいる。 

 

（鈴木委員） 

○保育の現場では支援の必要な子が圧倒的に増えている。予防も含めて２割とのことだが、

増設・増員も後手に回っている印象がある。療育のスタートが遅れてさまよっている子ども

たちは多い。発達センターに行くまでの足取りはどの親にとっても軽くはない。そのために

幼稚園・保育園は、療育ではなく保育の専門家として、気になるお子さんについてはとりあ

えずセンターで見て貰うよう勧めることを続けてきた。支援体制の増強は大事。私も折があ

れば市長にアピールしたい。そうしないと我孫子が住みよいまちにはならない。今後そうし

た子たちはもっと増えていく気がする。 

 

（事務局） 

◆ライフステージに応じた一貫した子どもの発達への支援体制を構築することがこの子ど

も発達支援計画の目的となっている。決して就学前で終わりではなく、進学して成人になる

までを上手くつなげていく部分も含めてセンターの役割だと考えている。 

 

（子ども相談課 増田） 

◆この「子ども発達支援計画（案）」のパブリックコメントを１月 13 日から２月 13 日まで

実施している。この計画は、障がい児ではなく発達に支援が必要な子どもに対する施策とし

て、子ども総合計画の中の子育て支援の１つに位置づけて、我孫子市として今回初めて策定
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しているもの。近隣でもこのような計画を作っている所は少ない。我孫子市は 30～40 年前

から取り組んでおり、将来を見据えて今ここで計画を策定することにした。 

 

（箕輪会長） 

○45ページの地域支援に「保育園等を巡回し、保育士、幼稚園教諭のスキルアップを図り」

とある。現在は巡回指導という形だが、保育の観点で何かグレーゾーンのお子さんに対して

の講習や研修等を行う予定はあるのか。 

 

（こども発達センター 遠藤主査長） 

◆毎年、幼稚園・保育園や学校の先生向けに外部から講師を呼んで、不器用なお子さんにつ

いてや、母親の心理状態を見ながらどのように話をするかなどの養育セミナーを開いている。

巡回相談の中でも先生に個別研修を行っている。先日も我孫子の公私立保育園の研修会に呼

んで頂き、先生方に研修をさせて頂いた。 

 

（箕輪会長） 

○32ページの枠組みの図はとてもわかりやすい。発達の気になる子は増えている。「子育ち」

の部分では、「発達に支援が必要な子」も「必要でない子」も大人の援助が必要。定型に発

達している子も状態によっては気持ちが落ち込んだり不安になったりする。子どもたちの支

援を学ぶということは、障がいを持つ子や気になる子に対してどうすれば良いかに加え、定

型発達の子にとっても発達を伸ばすヒントになっていく。保育の中にそこも含めて子どもた

ちみんなが育っていくとはどういうことかという考え方が入っていけば、全体的な育ちにも

つながっていくだろうと思う。これからもそういった気になる子についての研修会や先生方

への啓発をお願いできればと思う。 

 

（伴副会長） 

○35ページのライフダイアリーが、今どのくらい普及されているかを伺いたい。 

○以前から発達センターと教育研究所の統合や連携が言われているが、今回新しい発達セン

ターになるにあたって連携や情報伝達をどのようにしていくのか。 

 

（こども発達センター 遠藤主査長） 

◆ライフダイアリーの配布数は 25 年度で 223 冊。担当者は全戸配布に向けて頑張っている

が、現状では発達センターやホームページなどで知らせて、知った保護者に取りに来て頂く

形。積極的にこちらから配布している状況ではない。 

◆発達センターと教育研究所は療育・教育システムの中で制度的に連携している。実際には、

学校に上がってからも最初の窓口だったセンターの方に電話を掛けてくる保護者に対し研

究所を案内して、保護者の了解を得て情報提供をしてつなげるという連携が一番多い。あと

は、学校側から呼ばれた時には行かせて頂き、その時に研究所にも来て貰うという流れがあ

る。市長も６歳までと区切らず連携して対応するようにと言っている。発達センターがケー

スワーカー的な役割を持って連携している。統合の話は特に進んでいないが、療育・教育シ

ステム連絡会等でまた議題に挙がれば検討したい。 
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（伴副会長） 

○ひまわり園やデイサービスで訓練の進んだ子が、小学校に上がると行く所が無くてなかな

か SSTの訓練を受けられなくなると不安を抱えている保護者が多いので、検討してほしい。 

○ライフダイアリーは是非全戸配布をお願いする。これを渡されると支援が必要とのレッテ

ルを貼られるというイメージを無くし、みんなが持っていて使うのが当たり前というものに

したい。親の記録にもなるし、各教育機関に関わる際にも幼少時からの経過がわかれば適切

なケアにつながる。学校から社会人になる時にも引き継げると良い。そのためにも、子ども

に心配のある親に限らず、あらゆる親が子どもの成長の記録として活用するように普及して

ほしい。 

 

（４）平成２７年度採択された新規事業（子ども部） 抜粋 

 

（事務局 長谷川、廣瀬、田口子ども部長） 

◆子ども支援課の新規事業について順次説明。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆保育課の新規事業について説明。 

◆資料「休日保育のご案内（案）」について説明。 

 

（子ども相談課 増田） 

◆子ども相談課の新規事業について説明。 

 

（中島委員） 

○「62 預かり保育を行う私立幼稚園への補助」は、先ほど園長先生から話のあった小学生

の預かり保育のことか。 

 

（山﨑子ども部次長） 

◆平日の夕方に学童の子たちを幼稚園で預かるというもの。 

 

（田口子ども部長） 

◆預かり保育は幼稚園児の預かり。こちらは学童保育の１～３年生の子どもを預かる。 

 

（浦島委員） 

○絶対にそこの園を卒園していなければ駄目か。 

○幼稚園の場合、居住地域と離れているお子さんが意外と多いが、大丈夫か。 

 

（鈴木委員） 

○絶対ではないが、卒園児の方がベターだし、各園が実施すれば一番スムーズに行くと思う。

卒園児は勝手がわかっているし、園に帰りたがっている。園側もその子たちの性格や家庭環

境を把握していて預かりやすい。もし、卒園児の友だちで居場所がなくて困っている子がい

れば、キャパシティを超えない限り拒まない。子どもは順応性が高いので、どこの幼稚園で

も学校でもすぐ好きになると思う。 
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○距離の問題はある。ただ、小学生になればバスで通えるかもしれないし、うちの園バスが

走る時間帯に上手く拾えるかもしれない。割合きめ細かくできる可能性はある。我孫子は細

長いので正直バスを走らせるのも一苦労だがそこは仕方がない。保育園だと園バスが無いし、

幼稚園の方が敷地は広いので預かる環境としてもより可能かと思う。可能な園はやるべきだ

し、できない園もあると思う。 

 

（田口子ども部長） 

◆事業開始にあたり幼稚園協会に説明会をした。小学校と幼稚園が近ければ全てクリアでき

て一番簡単だが、なかなかそうもいかないので、とりあえず１年間試験的に実施してみて、

クリアできる形を検討しながら事業を進めていきたいと考えている。 

 

（足立委員） 

○長期休暇はお休みか。 

○園庭の無い所は難しいが、保育園の方が地域に根ざしている分通いやすい要素もある。

個々の施設で事情が違うので一律に始めるのは難しいが、子どもにとって選択肢が増える取

組みは大変素晴らしい。上手く進めて頂ければと思う。 

 

（田口子ども部長） 

◆長期休暇は休みとなる。 

◆先生の所でも是非実施してほしいのでご検討をよろしくお願いしたい。 

 

（足立委員） 

○うちの場合は自主的にやっている。既に子どもたちは遊びに来ている。それを上手く事業

に乗せられれば良いと思う。 

 

（鈴木委員） 

○市との補助関係が無いだけで、既にやっている。長期休暇の時などに小学生は来ている。

長期休暇以外の時にどうしていくか、１つのモデルケースとして上手くいけば良いなと思っ

ている。小学校との交流は随分深まったが、保育園と幼稚園というのは意外と接点が無いの

で、お互いに園児が遊びに行き合う交流も持ちたい。 

 

（伴副会長） 

○幼稚園は多少遠くても親が選んで通わせていることが多いので、保育において共感できる

母園に帰れるということは親にとってもありがたいと思う。公立の良さもあるし、就学後の

不安をかかえる親が、幼少時から通っている園の先生に相談できたり、子どもたちを見て貰

えたりするというチャンスがあるのはとても良い。是非推進してほしい。 

 

（鈴木委員） 

○園に帰ってくる小学生たちはとても喜んでいて笑顔がキラキラしている。どこの幼稚園や

保育園でもそうなると思う。もともとは学童の職員確保や経費問題で市が大変だと聞いて、

それなら幼稚園をと発想した。子どもたちにとっては人と人との信頼関係を築くとても大事

な時期なので、こういう事業も幼稚園の職域だなと今は思っている。 
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（５）平成２７年度子ども・子育て会議の日程調整について 

 

（事務局 青木） 

◆資料６、平成 27年度子ども・子育て会議の日程調整について確認。 

 

（箕輪会長） 

○来年度日程の希望を聞きたい。平日の夜間ではどうか。 

 

（辻岡委員） 

○子どもがいるので 21時は無理。平日でも 18時位までなら可能。 

 

（鈴木委員） 

○平日の午後６時前は難しい。 

○土曜日の午後１時半は避けてほしい。午前中も夕方も予定が入れられなくて１日つぶれて

しまう。子育て中の方は、土日の夕方４～６時に子どもを家族に預けて出席できないか。 

 

（辻岡委員） 

○その時間帯は忙しい。土曜日ならまだ良いが、日曜の夕方は子どもを早く寝かせるなど月

曜の準備があるので難しい。 

 

（箕輪会長） 

○土曜日の夕方を基本として、日によっては午前中に開催する場合もあるという形で良いか。

では、あとは事務局の方で調整してほしい。 

 

６．その他 

 

（箕輪会長） 

○足立委員が来年度は教育委員に就任されたため、今年度で子ども・子育て委員を退任され

ることになった。ご挨拶を頂きたい。 

 

（足立委員） 

○任期の途中だが、昨年 10 月に教育委員を拝任し、兼任できない状況になった。後任の委

員も決まっている。実際に私がどれほど役に立てたかを考えると心苦しいが、私の役には立

ったなと思っている。大変勉強になった。ここに集まったいろいろな立場の委員の方々、担

当課長や職員の皆様からいろいろなお話を伺って、まだまだ何も知らないな、狭い視野でも

のを見ていたなとよくわかった。立場は変わるが、子どもに関わることでまたどこかでお会

いすることがあるかと思う。会長はじめ委員の皆様方、事務局の皆様に大変お世話になり、

感謝する。 

 

（箕輪会長） 

○次に田口部長からご挨拶を頂きたい。 
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（田口子ども部長） 

◆本日、今年度最後の会議で子ども総合計画が策定された。本来であれば市長から直接ご挨

拶を差し上げたい所だが、欠席ということで、皆様によろしくとのことだった。私事だが、

この３月をもって定年退職になる。私も今日の会議が最後。子ども・子育て会議では、箕輪

委員長をはじめ各委員の方々に大変お世話になった。これまで２年間 12 回の会議を重ねて

きた。子ども総合計画の策定および実施状況の評価、見直し等、審議をして頂き、何とか子

ども総合計画が策定できた。皆様のご協力のおかげだと感謝している。 

来年度は皆様に子ども総合計画の進行管理をお願いしている。併せて来年度以降もよろし

くお願いしたい。 

 

（箕輪会長） 

○それでは最後に、傍聴人から何かご意見があれば１分程度でお願いする。 

 

（傍聴人） 

学童保育の立場から参加した。初めてで内容はよくわからなかったが、貴重な話が聞けて勉

強になった。 

 

（傍聴人） 

子ども・子育て会議を数回傍聴し、会長を中心に皆様の活発な議論を聞いて勉強になった。

これから大事な子どものための施策ということで、２年間に渡って素晴らしい内容の議論を

して頂いた。それを進める行政の方々には、これだけのものをまとめて頂いた。本当に感謝

している。 

 

（箕輪会長） 

○今年度最後となった。今年度は子ども総合計画を中心に検討し、委員の皆様と市の皆様の

ご協力で「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」という他市

には無い独自の素晴らしい理念を作れたことで、事業を考えていく上で子どもたちのために

という同じ思いを持ちながらひとつの方向に向かっていく本当に重要な土台を作ることが

できた。これをただ計画という所で終わりにせず、本当に子どもたちの育ちのために、また

子育てをする保護者の方や子育てに関わる地域の方々のために、子どもを育てていくことは

市を育てていくことだと思うので、実際に来年度から実施していく中でこの計画がどのよう

に進んでいるのか、実施されているのかを、この土台に立ってまた委員の皆様、市の方々と

協力して検証していきたい。来年度もご協力をよろしくお願いしたい。 

それでは今年度の我孫子市子ども・子育て会議をこれで終了とする。 

 

７．傍聴者 

 

３名 

 

８．閉会 

 

以上 


