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平成２９年度 第１回我孫子市子ども・子育て会議議事録 

 

● 開催日時 平成２９年６月１０日(土) ９時３０分から１１時４０分 

● 開催場所 我孫子市役所 議会棟Ａ・Ｂ会議室 

● 出席者   

(委 員) 箕輪会長、伴副会長、太田委員、増田委員、菅原委員、水野委員、鎌田委員、 

辻岡委員、間弓委員 

(市職員) 山﨑子ども部長、三澤子ども部参事兼子ども相談課長、星保育課長、 

遠藤こども発達センター所長、増田子ども相談課長補佐 

(事務局) 森子ども部次長兼子ども支援課長、中場子ども支援課長補佐、 

山本子ども支援課主任 

● 議題等 

１ 開会 

２ 委員紹介 

３ 職員紹介 

４ 議題 

（１）平成２９年度 子ども・子育て会議の流れについて 

（２）平成２８年度 子ども・子育て支援事業実績報告について 

（３）平成２８年度 重点事業実績報告について 

（４）平成２９年度 進行管理について 

（５）子ども・子育て支援事業計画等中間年の見直しについて 

（６）子ども部各課からの報告 

（７）次回の日程について 

５ その他 

６ 閉会 

●公開・非公開の別  公開 

●傍聴人・発言者数  有・１人 

●会議の内容 
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―― 議事録 ―― 

 

平成２９年度 第１回我孫子市子ども・子育て会議 

 

平成２９年６月１０日 

 

【事務局（森子ども部次長兼子ども支援課長）】  皆さん、おはようございます。それでは定

刻となりましたので、ただいまから第１回我孫子市子ども・子育て会議を開催いたします。 

本日は、大変お忙しい中お集まりくださいまして、誠にありがとうございました。 

私は子ども支援課の課長をしております森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

会議に先立ちまして、我孫子市審議会等の会議の公開に関する規則に基づき、本子ども・子

育て会議は公開となります。議事録作成のため、会議内容を録音させていただきますので、ご

了承ください。 

初めに、第１回我孫子市子ども・子育て会議の開催にあたりまして、子ども部山﨑部長より

ご挨拶を申し上げます。お願いいたします。 

【山﨑子ども部長】  改めまして、皆さん、おはようございます。 

本日はお忙しい中、第１回の会議になります子ども・子育て会議にご出席くださり、ありが

とうございます。あわせて、日頃から子どもたち、そして子育て支援にご尽力いただいていま

すことを感謝しております。 

この会議はご存じのとおり、２７年度から子ども・子育て支援新制度がスタートしまして、

その制度が良好に流れるようにということと、子ども総合計画の進行管理のために設けており

ます。今年度は通常の進行管理に併せて、新制度の事業計画を県に提出しておりますが、国か

ら中間見直しの依頼もきておりますので、そちらも皆様にはご審議いただくことになり、例年

以上にご苦労をおかけするところもありますが、よろしくお願いいたします。 

我孫子市は、全国的に人口減少や少子高齢化を迎える中で、定住化に向けた対策や検討をす

るプロジェクト、少子化対策に向けた検討をするプロジェクトが、若手職員を中心にできてお

ります。その中で事業提案もありますが、「我孫子市は子ども・子育て施策等、よいものをやっ

ているけれど市外の人になかなか認知されていない。」ということや、「我孫子市自体が何か認

知度が少し低いかな。」という、いろいろなアンケートを見ての報告等も上げられており、数年

前に、あびこの魅力発信室を設置しまして、我孫子の魅力をどんどん市外にもお知らせしてい
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るところです。現在、議会中ですが、今度、映画館で映画を上映する前に我孫子市のＰＲをす

ることも補正予算として上がっていますので、議員の皆さんに認めていただければ、実行に移

せる段階に来ているところです。 

また、住宅建築課の事業で、若者や子育て世代が我孫子市に転入して住宅を建てる際に補助

金を出す制度も行っております。３年間実施してきた中で、転入した若い世代の数値も先ごろ

出まして、一定の効果は上がってきているのかなと、私的には推察するところです。 

このような中、この会ですてきなネーミングをしていただきました「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、スローガン、キャッチフレーズをもとに、

我孫子市全庁挙げて、子ども・子育て支援策の前進に努めたいと思っております。この会では、

毎回限られた時間にはなりますけれども、委員の皆様の活発なご意見交換があり、審議が進め

られますことを、重ね重ねお願いするところです。 

本日は、湖北台のわくわく広場で子育て交流フリーマーケットをやっております。昨年は手

賀沼公園で行いましたが、この会議が終わりお時間がありましたら、お立ち寄りいただければ

ありがたいですので、そちらも併せてお願いしまして、第１回目の会議のご挨拶とさせていた

だきます。どうぞ今年度もよろしくお願いいたします。 

【事務局（森課長）】  ありがとうございました。 

続きまして、平成２９年３月をもって浦島委員が都合により辞任されました。新たに太田悟

さんが委嘱されましたのでご紹介させていただきます。太田さん、お願いいたします。 

【太田委員】  太田でございます。この３月に我孫子第一小学校を定年退職しまして、４月

からは湖北地区公民館で働いております。よろしくお願いいたします。 

【事務局（森課長）】  どうぞよろしくお願いします。 

 今年度第１回目の会議となりますので、改めて皆様方から自己紹介をお願いしたいと思いま

す。会長から時計回りで順にお願いします。 

【箕輪会長】  皆さん、おはようございます。武蔵野大学の箕輪と申します。引き続き我孫

子市で皆さんと一緒に子ども・子育てについて、いろいろと考えていきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

【伴副会長】  おはようございます。私もこの３月で定年退職になりまして、今は柏の葉高

校と、東葛病院の看護学校で非常勤講師をしております、伴と申します。よろしくお願いいた

します。 

【増田委員】  おはようございます。我孫子市子ども会育成連絡協議会の増田利明です。 
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また今年も１年よろしくお願いいたします。 

【菅原委員】  ホットポットファミリーバンドから参りました菅原と申します。ホットポッ

トファミリーバンドは、障害者の親子で組んでいるバンドです。その分野での子育てに関して、

いろいろと意見を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【水野委員】  布佐台幼稚園の園長をしております水野でございます。 

よろしくお願いいたします。 

【間弓委員】  昨年から公募の市民からということで、またこの会議に参加させていただい

ております、間弓と申します。素朴に親の目線から、我孫子市の魅力を何かお伝えできればと、

また参加させていただくことになりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【辻岡委員】  辻岡望美です。寿保育園の父母会の今年度は会長をしております。公立保育

園が今年は４園になります。来年は３園になります。少し保育園同士の連絡がとりにくくなっ

てきておりますが、変わらず保育園の保護者の方々の声をこの場で活かしていけたらと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

【鎌田委員】  鎌田勇一です。普段は会社員で東京医科歯科大で仕事をしていまして、ここ

には市連協から来ています。普段は市内にほとんどいないのですが、市内の状況をいろいろ見

ていけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 

【事務局（森課長）】  ありがとうございました。 

 続きまして、子ども部の職員を紹介いたします。自己紹介でお願いします。 

【三澤子ども相談課長】  おはようございます。子ども相談課課長の三澤と申します。 

よろしくお願いします。 

【星保育課長】  おはようございます。保育課長の星と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

【遠藤こども発達センター所長】  おはようございます。こども発達センター所長をしてお

ります遠藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【増田子ども相談課長補佐】  おはようございます。子ども相談課の課長補佐をしておりま

す増田と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局（中場子ども支援課長補佐）】  子ども支援課課長補佐、中場と申します。 

よろしくお願いいたします。 

【事務局（山本子ども支援課主任）】  子ども支援課主任の山本です。 

よろしくお願いいたします。 
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【事務局（森課長）】  改めまして、子ども・子育て会議の主管課をしております子ども支援

課課長の森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議は、現在、松山委員より欠席のご連絡をいただいており、１０名中９名の出席を

いただいております。子ども・子育て会議条例第６条第２項及び第３項におきまして、会議は、

委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができないとされておりますが、以

上のとおり本日は定足数を満たしておりますことをご報告いたします。 

続きまして、本日配付した資料の確認をさせていただきます。事務局からお願いします。 

― 【事務局（山本主任）】 資料確認 ― 

【事務局（森課長）】  資料の不足等はありますでしょうか。 

それでは、この後の議事進行を、箕輪会長にお願いします。よろしくお願いいたします。 

【箕輪会長】  よろしくお願いいたします。改めまして、箕輪でございます。 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

先ほど山﨑部長からお話がありましたように、今年度はこれまでの進行管理を行うとともに、

中間見直し等もありますので、子ども・子育て支援事業計画を見直して、現状に合ったもの、

さらに子どもたちへ、そして子育て世代の方たちにとって、よりよい我孫子市での施策に生か

していけるよう、皆さんと協力して進めてまいりたいと思っておりますので、皆さん、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

本日の傍聴人はお一人です。ご報告いたします。傍聴人の方は会議中の発言は認められませ

んが、議事終了後に３分以内で発言ができますので、ご了承をお願いいたします。 

次第に沿って進めたいと思います。初めに、議題①平成２９年度子ども・子育て会議の流れ

について、事務局より説明をしてください。 

【事務局（中場補佐）】  今年度は会議を３回予定しています。本日、第１回会議では、子ど

も・子育て支援事業と、市独自事業の実績報告をいたしますので、内容のご確認と、今年度重

点的に進行管理する事業を選んでいただきたいと思います。第２回会議では、本日選んでいた

だいた重点的に進行管理する事業について、所管課に質疑を行い、回答を確認し事業を深く理

解していきたいと思います。第３回会議では、実績報告や質疑内容を基に、各事業の評価をし

ていただき、市長と所管課に報告したいと思います。今年度はこのように考えております。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問などございましたらお願いいたします。 

次に、議題②、平成２８年度子ども・子育て支援事業実績報告について、事務局より説明を

お願いします。 
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【事務局(山本主任】 

― 平成２８年度子ども・子育て支援事業実績報告について説明 ― 

【箕輪会長】  ありがとうございます。確認ですが、目標値以上と以下で資料をお配りいた

だきましたが、それ以外の事業は１００％達成していると理解してよろしいでしょうか。 

【事務局（山本主任）】  はい、目標と同程度ということです。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。皆様からご質問ございましたらお願いいたします。 

【増田委員】  ２点ほどよろしいですか。１つは、差替え資料をいただきましたが、ページ

の関係で差替えができませんので、正誤表として作成いただきたいです。 

もう１つは、事業番号２－３インフルエンザ助成、これは助成なので、全額免除ではないです

から、助成数と実際に予防接種を受けた数はリンクしないと思います。親御さんがお子さんに

予防接種をする際に、会社側の福利厚生で同じような助成制度があり、会社では全額免除で、

市は一部負担であれば会社を利用するので、この目標値云々の達成率は、受けた数と助成数は

微妙に違うと思いますが、いかがでしょうか。 

【事務局（山本主任）】  差し替え資料は正誤表といたします。おっしゃるように、全てを健

康づくり支援課で把握できているわけではないと思うので接種率５０％の数字をどのように出

しているか確認いたします。 

【増田委員】  確認していただくつもりはなく、接種率と助成数で比較してはいかがですか。 

【箕輪会長】  指標のつくり方を、２９年度に検討していただくと良いかも知れません。ど

こを目指すのか、接種率か、助成を受け取る率か、そこを知らせてほしいということです。 

【辻岡委員】  予防接種を受ける時点で、既に差し引かれていたように思います。受けた後

に助成申請するのではなく、接種した時点で市の支援を受けていることになるので、接種数と

助成数は同数のはずです。 

【事務局（山本主任）】  確かに受診時に申請書を受け取り、記入します。 

【辻岡委員】  そうです。市外で受けた方は含まれないかもしれませんが、後から申請した

ことは一度もなく、市内で受けた件数が助成件数、延べ接種者件数がおそらくイコールだと思

います。専用の用紙で申し込みますので。 

【増田委員】  なぜそのお話しをしたかですが、やはり一部負担で、会社では全額負担です

から、丸々お金を払って会社にその領収書を持って行くのです。そういう人はいませんね。 

【辻岡委員】  うちの場合は市の助成の残り、実費分が会社から戻る形となっており実質無

料で受けられるので、会社の制度によっても違うと思いますが、両方受けている方もいると思
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います。 

接種者数と助成者数が同じで減少ということは、接種した人数が少なくなっているのか。 

【事務局（山本主任）】  やはり、延べ助成件数ということで、接種率をどのように出してい

るのか確認した上で、指標も進行管理しやすいものに見直せるかも含め、担当課に確認します。 

【箕輪会長】  お願いいたします。そのほかにありますでしょうか。 

【辻岡委員】  ６－１２の心の教室相談員の派遣ですが、「終結」の判断はとても難しいと思

いますが、例えば目標の出し方を、無記名で、「相談してみて少し楽になりましたか、どうでし

たか。」のような利用者アンケートを行い、「利用してみてどうだったか」、に変えたほうが子ど

もの目線に立っていると思います。アドバイザーや相談員の方が、まだ経過を見なければいけ

ないと思っていても、本人はそうではないかもしれませんし、その逆もあるかもしれません。

これは相談員目線の目標値なので、アンケートは難しいかもしれませんが、「相談員に終結した」

を指標にしていいのか疑問に思いました。いかがでしょうか。 

【鎌田委員】  利用者満足度ですとか。 

【辻岡委員】  はい、利用者満足度のほうが。 

【事務局（山本主任）】  今いただいた意見を踏まえて、担当に持ちかけたと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ほかにございますか。 

【伴副会長】  ５－５ｅｎｊｏｙパパ応援プロジェクトですが、イベントの参加者数につい

て、「フェアのようなもの」、―とはどの事業を指しているのでしょうか。 

【事務局（山本主任）】  「－あびこで子育て－ママへのごほうびフェスタ」の大きなフェス

タの延べ参加者と、パパ向けに公共施設で開いているイベント、広場でパパ向けに開いている

イベントの３つの合計が進行管理表に入っています。ここの実施内容ですと、「あびこでパパを

楽しもう」、「広場でパパを楽しもう」、これとは別にフェスタの延べ参加者が入り１,０５９に

なっているとのことです。 

【箕輪会長】  子ども・子育て支援事業の整理番号１２、イベント全体の参加者の実施計画

で、１００％は超えていますが２７年度よりは下がっています。父親が減っているだけという

より、「ごほうびフェスタ」の日は雨だったと思いますが、雨天との関連等があるのか、それと

もイベント参加者が減っていて、父親の参加もそれにあわせて減っているのか。たくさんイベ

ントをして、天気も良くて減っているのなら、そこは考えていかなければいけないと思います。

もしくはイベント数が減っているか同程度等、そのあたりが関連しているのかと思いますが。 

【星保育課長】  イベントは屋内外とあり、去年のｅｎｊｏｙパパ事業では、ゆうゆうボー
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ルを行いましたが、朝から小雨で多くのキャンセルがありました。事業としては本数を減らし

ているわけではありませんが、少しマンネリ化した部分もありますので、課題としてはその辺

りで事業の見直しを考えています。単に本数をこなすのではなく、内容の充実を担当と工夫し

ているところです。今年はｅｎｊｏｙパパで、ＮＥＣにお願いしてラグビーを検討しています。 

【鎌田委員】  パパ向けの情報誌とありますが、これはどのように配布していますか。 

【星保育課長】  情報誌は年3～4回発行し、幼稚園、保育園の保護者全員に配布しています。 

【鎌田委員】  情報誌ではイベント自体沢山あり、都合をつけるのが難しいですし、市外の

通勤ですと休みの日までは、ということもありなかなか参加が難しいと思いますが。 

【増田委員】  参加したい人はしますし、したくない人は参加しないだけなのでは。 

【鎌田委員】  前年から減っているので、参加したくない人がほとんどで、ごく一部の人だ

けが参加しているということではないかと思います。天候の影響はあると思いますが、それ以

前に１,４００という目標自体も下回っているので、目標設定の仕方や、また毎日の仕事で疲れ

ていて、休みの日まで参加しようと思う人が、実際何人いるのかというところもあります。 

【山﨑部長】  イベントは、やはり内容によって行きたいと思えるもの、今回は遠慮しよう、

と思うものもありますので、内容を充実させ、考え方をいろいろ持ってやらなければいけない

ということで、２８年度は参加率が下がっていますので、今年度はそのあたりを見直して、内

容の精査をしていくということです。またお父さんたちの参加を呼びかけていきたいところで

す。より魅力的なものを発信することで、参加率は上げていけるという考え方を持っています。 

【箕輪会長】  内容や、短い時間のもの、長い時間のもの、体を動かすもの、インドアなど、

多様性も考え、指標も天候に左右されないものなど考えていただけたらと思います。 

【辻岡委員】  補足ですが、パパ応援プロジェクトに関しては、参加する方はしますし、参

加されない方は全くされないので、ほぼ二極化と言っていいです。行きたいけれど行かれない

と思っている方が参加できるような内容のものや、ずっと参加していた方にも飽きずに参加し

続けていただけるようにマンネリ化を防いで内容を多様化すること、また、何かのついでに立

ち寄れるようなものも考えていただきたい。先日、あびこショッピングプラザで幼稚園のイベ

ントをやりましたが、お買い物のついでに幼稚園のイベントを見に行くといった、ママフェス

もそうだと思いますが、何かのついでにパパが子どもを連れていき育児にもう少し参加すると

いうイベントも、多様化の中に組み込んでいただけると、少し消極的なパパも、ついでで短時

間ならいいと思っていただけていいとママとしては思います。 

【間弓委員】  イベントのあり方はいろいろ考えられますが、ほんとうに興味がある親なら
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イベントごとに自然と参加していると思います。先週、星さんもチラシ配りしているのを拝見

しましたが、興味ある親はどんどん活発に参加すると思うので、もっと市議会の方にも情報発

信していただき、大きな課題でありますが後々定住化に促せるように、もっと市外の方にも我

孫子市のイベントに参加していただき、魅力を感じて定住していただけたらいいと感じます。 

【辻岡委員】  我孫子に来るとパパも子育てに参加したくなるよ、というようなことも付け

加えていただいて。ママにはもっと休みがないですよという話ですね、女性の皆さん。 

【増田委員】  ところで我孫子市以外のイベントに参加されていらっしゃいますか。 

【辻岡委員】  子どもが小さく家事もあると、市外はほとんど出られず、やはり難しいです。 

【増田委員】  市外の方も我孫子に行くというのは難しいところですね。 

【辻岡委員】  はい、市外に向けてのピーアールしかできません。市外の方に来ていただく

ことは難しいと思いますが、新春マラソン、鳥の博物館、水の館では、近隣なら来る方もいら

っしゃるでしょうから、市外参加者がいるイベントでのアピールも合わせたらいいと思います。 

【鎌田委員】  例えばイオンやららぽーとなどに買い物に行ったとき、そこの自治体のイベ

ントがあり、親子で参加することはあると思います。 

【増田委員】  実際参加されていましたか。 

【鎌田委員】  行ったこともありますし、素通りもあり、そのときどきです。 

【山﨑部長】  これまでも地域新聞やいろいろな新聞にも、イベントを公表して、なるべく

多くの方に寄っていただくような、我孫子を知っていただく機会となるような形で、宣伝活動

はしております。このｅｎｊｏｙパパについては、市内の子育てするお父さんたちの参加率と

いうことで捉えているので、そのあたりをご配慮いただき、考えていただければと思います。 

【鎌田委員】  平日の日中のイベントに参加するのは難しいと思います。 

【山﨑部長】  これは平日ではなく土日です。実際に子育てセンターなどにお父さんたちが

お休みの日に来て、親子で遊んでいる光景はよく見かけますが、このｅｎｊｏｙパパなどのイ

ベントは、土日に限定したものを集計に入れていますので、平日参加は集計には入れていませ

ん。「遊べるところはあります」というご案内はしております。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

次に、議題の④、平成２９年度進行管理について。今年度、重点的に進行管理する事業を選

出していきます。事業がたくさんありますので、特に進行管理していきたいものを選出する形

です。昨年度は資料３にあります６事業を選出しました。どのように選出するかですが、１つ

の案として、昨年この６事業を皆さんで一生懸命見てきましたので、先ほどライフサポートフ
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ァイルと子育て支援サービスの説明がありましたので、それ以外の事業についても説明してい

ただき、この６事業をまた見ていくか、それともそこから増やしたり減らしたりするか、とい

う検討の仕方はどうかと思いますがいかがでしょうか。 

それでは２８年度実績を、幼稚園・保育園・小学校の連携の強化からご説明お願いします。 

【星保育課長】  幼保小の連携ということで、２４年度からスタートし、昨年度で４年を迎

え、幼保小連携・接続カリキュラムという方針編をまとめることができました。いいものがで

き上がりましたので、委員の皆様にもぜひ見ていただけるように配付させていただきます。 

このカリキュラムにより、推進委員会や地区別会議の開催等、ここ４年間でかなり交流が盛ん

になりました。保育園と幼稚園の交流や、幼稚園や保育園がある学区ではそこの小学校へ年長

さんがお邪魔して、先生方がありがたいことに模擬授業を行い、小学校はどういう場所なのか

分かるように工夫していただき、連携が図れている状況です。このカリキュラムでは、特に今

年度、年長の１０月から小１の６月までの９カ月間を具体的に引き継ぎ、接続カリキュラムと

いうことで、連携をさらに深めていく形になっております。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。次に、６－１子ども虐待防止対策地域協議会の運営

についてお願いします。 

【三澤課長】  子ども虐待防止対策地域協議会の運営は、我孫子市子ども虐待防止対策地域

協議会設置要綱に基づき、関係機関の長による代表者会議、実務担当者による実務者会議と個

別支援会議の三層構造の会議を実施しております。 

平成２８年度は、代表者会議が７月と２９年２月の２回、実務者会議は基本毎月１回ですが、

一度天候不良により中止になりましたので、計１１回実施。個別支援会議は２３世帯、３１人

に対して計３２回実施いたしました。児童虐待防止のために連携体制というのは非常に大事な

ものと認識しております。福祉、保健、医療、教育、警察、弁護士等、関係機関と協力し、多

面的、継続的な支援ができるよう対応していき、早期の発見を目指して、平成１５年１１月１

５日に我孫子市において虐待の死亡事件がありましたが、そのようなことがないように、対応

を今年度も引き続き行っております。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。次に、６－１０障害児相談支援事業についてお願い

します。 

【遠藤所長】  障害児相談支援事業とは、基本的に市単独でやっている早期発見の相談とは

少し違うものです。我孫子市相談支援事業所という事業所で、児童福祉法に規定されている障

害児相談支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
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指定特定相談事業のことを指しています。利用者の相談に相談支援専門員が応じていく形で、

早期に発見されて、お母様の相談をまずは発達支援をして、心理相談、発達相談を重ねた上で、

親御さんが児童福祉のサービスを使おうという考えになったときに、契約をして相談を進めて

いく性質のものです。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。次に、６－１１小中学生のためのいじめ・悩み相談

ホットラインについて、お願いします。 

【事務局（山本主任）】  初めに、平成２８年度の進行管理表の事業の成果の件数ですが、延

べ３４件の相談、とありますが、正しくは３５件になります。また、資料３では、６－１２と

なっておりますが、正しくは６－１１です。申し訳ありません。 

２８年度事業の成果の欄、相談件数３５件の内訳は、小学校が１１件、中学校が２３件、合

計３４件ですが、匿名電話なので学年が不明なものもあります。電話相談２１件、メール相談

１３件。相談内容の内訳は、不登校１、いじめ８、発達１、身体症状４、苦情１、対人関係１

０、性格行動１、非行１、その他７で、対人関係が一番多くなっています。男女別では、男９、

女２６。児童生徒本人からの相談が２７、保護者からが７、その他１。市内の子の相談が２４、

市外が６、不明が５です。 

相談の延べ件数からすると、２７年度６４件、２８年度３５件と、半数近く減っています。

理由は、今年でこの事業は５年目ですが、当初はこのようなホットライン自体が珍しく、ネッ

ト検索では、我孫子のホットラインが上位に来るので、他市からの相談件数が多かったそうで

す。その後どの市町村も行うようになり浸透してきた影響だろうということです。また、学校

ごとに心の相談員に相談している子も多いのではないかということが、心の相談員の相談件数

がかなり伸びていることからも言えるのではないかと担当は分析しています。こちらは電話や

メールということで、さらに匿名性があり、終結したかどうか解決の割合を出すのは難しく、

メール等から判断して７０％と結果を出しています。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。それではこの６事業について、質問はございますか。 

【鎌田委員】  ６－１子ども虐待防止対策地域協議会の運営の実施内容で、２７年度代表者

会議は２７年７月と２８年８月と記載されていますが、２８年８月は記載ミスだと思います。 

【三澤子ども相談課長】  はい、２７年度につきましては、２７年７月と、２８年２月にな

ります。年２回で、７月と翌年の２月です。申し訳ありませんでした。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ほかに質問はありますか。それでは、決めてまいり

ますが、６つでなければならない決まりはないので、先ほどの報告を受けて、しっかり進行管
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理していきたいものを足す形もあると思います。まずはこの６事業について継続していくのか、

または外していくもの等、皆さんのご意見をお願いいたします。 

【太田委員】  ３－１幼保小連携ですが、これはほんとうに指導課の担当指導主事と保育課

の担当者がしっかりしていまして、私も一小にいるときは一小と四小で地区別会議を年２回や

っています。これは小中一貫もそうですが、中学校が門戸を開かなければ小学校６年生から上

手く行けないのと同じように、幼稚園、保育園の子が上手く行くには小学校１年の学年主任の

理解を得て、小学校で実際に１年生の教室に座る、授業の様子を見る、校舎の中をぐるぐる歩

くという、小１プロブレムは一番大事な問題で、学校経営者としては、小学校１年生の担任は

本当に力のある担任を配置しないと、義務教育の初めての段階で、親も子もつまずくのです。

そうすると、とんでもない取り返しのつかない事態になるので、接続カリキュラムは課長が言

われたように、この４年間で大分できてきました。 

幼稚園と保育園はそれぞれ個性があり、義務教育で同じ教え方をしますから、どこの幼稚園

の子が入る、どこの保育園の子が入る、この子はこういう子だから学年主任に入れるべきだろ

うと、ほんとうに我々はナーバスになってやるので、この事業につきましては、実績を上げて

いただいているところですが、引き続きお願いしたい、というのが私の率直な感想です。 

【箕輪会長】  今、太田委員からご意見がありました幼稚園・保育園・小学校の連携の強化

については、このまま引き続き進行管理することで、皆さんよろしいでしょうか。 

ほかにご意見ございますか。１－１子育て支援サービスの利用者へのコーディネートの推進

についてはいかがしましょうか。目標値は、「以下」であったと思います。 

【増田委員】  この６事業についてというよりも、事業自体は全て重要なわけですから、６

事業にこだわらなくて良いのではないでしょうか。 

【箕輪会長】  もちろんこだわりませんが、まず６事業を残したり減らしたりすることを決

めてからの方が、そこから増やしたりしやすいと思い、先に決めさせていただいております。

他にも増やしたい事業、削ってもいい事業がありましたらご意見をいただきたいと思います。 

【増田委員】  この６事業は、小さなお子様がメインになっている気がします。中学生や高

校生を対象にした事業も入れてほしいと思います。基本目標６の事業になります。 

【菅原委員】  ここで言う子どもは、何歳までを言っているのですか。 

【箕輪会長】  １８歳になるまでです。２８年度の６事業でも、乳幼児ということでは１－

１子育て支援サービスの利用者へのコーディネートの推進、３－１幼・保・小連携、１－５ラ

イフサポートファイル、６－１子ども虐待防止対策地域協議会、６－１０児童発達支援事業が
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対象で、６－１１いじめ・悩みホットラインに関しては、小中学生も含んでいます。そこに加

えて、支援が必要なご家庭への支援が昨年は多かったので、違う観点から入れたいというので

あれば、ご意見いただけたらと思います。 

【鎌田委員】  議会を見ますと、「我孫子の魅力発信」が今年度の大きなポイントと思うので、

それを踏まえ１つ位は入れたいと思います。先ほどのｅｎｊｏｙパパプロジェクトや、３－９

手賀沼船上学習の実施など、我孫子の魅力発信を踏まえていかがでしょうか。 

【事務局（山本主任）】  若者定住化に向けての情報発信が、我孫子の魅力発信にあたります。 

【増田委員】  １人１つ出すということではいかがでしょうか。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。では、１人１つ出していただくことでお願いします。 

【水野委員】  加えるならば、１－３若者定住化に向けての情報発信力の強化です。 

【菅原委員】  私は６－１２心の教室相談員の派遣を押したいと思います。 

【辻岡委員】  同じく６－１２を押したいと思います。 

【増田委員】  私は６－１３適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営です。 

【箕輪会長】  太田委員は先ほどの３－１幼・保・小連携ということでよろしいですか。 

【太田委員】  そうです。クラス会をしても教え子たちはかなり我孫子に定住しています。

また、教え子たちが保護者として来ています。自分と一緒の職員も千葉からお子様を地元、我

孫子でと南新木に戻って来ました。流山で教員をしていた時期がありまして、流山ではつくば

エクスプレスができて学校をつくると、すごく情報発信も上手です。我孫子は小中学生が毎年

２００人弱程減っています。布佐地区、湖北台地区はほんとうに少子高齢化の状況の中で、や

はり若者が今後我孫子にどうしてもらいたいのか、若者が我孫子に住んでいるな、やっぱり地

元から離れず手賀沼のそばのまちっていいな、というものをうまくＰＲしていくことが必要と

思いますので、１－３若者定住化に向けての情報発信力の強化です。 

【事務局（山本主任）】  子ども総合計画の５２、５３ページに、ライフステージ別施策の方

向性が、１０８、１０９ページに、目標別の一覧がありますので、こちらも見ていただくと選

びやすいかと思います。 

【伴副会長】  ６－１２心の教室相談員の派遣、６－１３「ヤング手賀沼」の運営あたりは

考えていました。先ほど方針にあったような「ｅｎｊｏｙパパ」や、「支援が必要な」、という

ところは、このところ数年、市の事業として重要なのではないかと話はしてきています。魅力

発信も含めて考えると、多くの市民がどのようにイベントに関わるか、それを市がどのように

仕掛けていくのかというところも重要だと思うので、迷いますがｅｎｊｏｙパパです。または
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小中学生も含めて、ＮＧＯのインターンシップ、キャリア教育もいいと思いますが、あまり今

伸びていないという現状ですね。 

【間弓委員】  私も６－１２心の教室相談員の派遣です。６－１１は利用者目線ではない感

じがしますので、利用者の目線に立ったものと、先ほどのお話にもありましたが、保護者は我

孫子市の人が多いと親になってとても感じるので、自分も子どもに我孫子にずっといてほしい

想いもあるので、定住というキーワードを残してほしいと思います。 

【箕輪会長】  それでは、私も迷いますが、ｅｎｊｏｙパパは入れるほうがいいと思います。

今出されたものは、定住化、心の教室相談員、ヤング手賀沼、ｅｎｊｏｙパパの４事業がそれ

ぞれ複数の委員からのご意見でしたので、加えていくことでよろしいですか。 

この４事業は加え、幼保小連携の強化は残し、６事業の残り５事業についてはいかがしますか。

いじめ・悩み相談ホットラインは、心の教室相談員との関連で、残すことがいいと思います。 

【菅原委員】  一人１つでしたが、もう１つ、４－４市内街頭パトロール「こども１１０番

の家」の充実です。これは登録している各家庭の門に張ってありますが、いつどのように活動

しているのかがよくわからず、地域の子どもを見守っていくための大事な部分だと思うので、

入れていただけるといいと思います。 

【箕輪会長】  「こども１１０番の家」の充実についてご意見をいただきましたが、入れる

ことでよろしいですか。追加は、１－３定住化に向けての情報発信力の強化、４－４市内街頭

パトロール、「こども１１０番の家」の充実、５－５ｅｎｊｏｙパパ応援プロジェクト、６－１

２心の教室相談員の派遣、６－１３適応指導教室ヤング手賀沼の運営、残すものは、３－１幼

保小連携の強化、６－１１いじめ・悩みホットラインは６-１２心の教室相談員を中心にしてホ

ットラインも報告していただくことでよろしいですか。 

【伴副会長】  どちらかというと「支援が必要」というよりは、「広く一般市民に」、という

感じですので、その絡みでは、ライフサポートファイルはとても進んでいるところでもありま

すので、配っただけで終わらず、きちんと支援の必要な人に使ってもらえるところは見守るこ

とを中心に障害児関係を見ていければと思います。 

【菅原委員】  私は、６事業は残し、そこに追加していくものと思い聞いていましたので、

この事業を減らしてしまうと小さなお子さんの土台がなくなってしまうのではないでしょうか。 

【箕輪会長】  ６事業から減らしても増やしてもいいことで話を進めています。ライフサポ

ートファイルは残し、その関連として障害児の相談支援事業、やはり虐待も大事な事業ではな

いかと思います。１－１子育て支援サービスは、コンシェルジュの相談の派遣という内容もあ
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り目標値以下ではありましたが、実際は相談に行かれているということでしたので、これ以外

の事業について残したい感じがしました。全ての事業が大事ですが、あまり多いとヒアリング

等の関係もあり、１つにかけられる時間が減ってしまうので、本当に見ていきたいものを残す

形がいいと思います。１－１子育て支援サービスは除くことでよろしいですか。 

【水野委員】  今、幼稚園関係、保育園関係で説明会を開いて、今年動き出すという話でし

たので、コンシェルジュの相談派遣事業がなくなってしまうのはいかがかなと思います。 

【辻岡委員】  事業自体が既に定着化しているので、ここで重点を置いて見ていかなくても

良いと思います。 

【箕輪会長】  コンシェルジュ自体は、本当は３人置く形ですが、相談等の兼ね合いで派遣

により実際は２人であるが、派遣などのいろいろな形で周知は進んでいるという観点なので、

引き続き市で水野委員がおっしゃったような、幼稚園、保育園の相談は一層進められていくと

思うので、重点進行管理からは外しますが、市がやらなくなるわけでは決してありません。 

【水野委員】  それでは、結構です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。１－１子育て支援サービスは除き、１－５ライスサ

ポートファイル、３－１幼・保・小連携強化、６－１子ども虐待防止対策地域協議会、６－９

障害児相談支援事業、６－１１悩み相談ホットラインは、６－１２心の教室相談員を加えたこ

とで関連事業として一緒に見ていく形になります。 

新たに加えるものは、１－３若者定住化に向けての情報発信、４－４こども１１０番の家、

５－５ｅｎｊｏｙパパプロジェクト、６－１２心の教室相談員、６－１３ヤング手賀沼と、昨

年に比べ、支援が必要な家庭への支援だけでなく、定住化・魅力発信も含めてバランスをとっ

た形での進行管理になります。よろしくお願いいたします。 

次に、議題⑤、子ども・子育て支援事業計画等中間年の見直しについて、事務局より説明を

お願いいたします。 

【事務局（中場補佐）】  我孫子市子ども総合計画は、子ども・子育て支援事業と市独自の重

点事業からなる計画で、今年は計画がスタートして３年目の中間年に当たります。計画策定時

は、平成２５年度のデータを基に作られておりますので、最新の人口推計、人口ビジョンを基

に、当初の計画と数値が剥離していないかを秋頃までに調査し、見直し基準に該当した場合は

見直しを行います。見直す場合は案を作り、子ども・子育て会議で協議させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問などございますでしょうか。 
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 次に、議題⑥、子ども部各課からの報告について、子ども支援課からお願いします。 

【事務局（森課長）】  実績報告書にもいろいろ記載はありますが、動きのあるところで報告

させていただきます。 

昨年６月に湖北小学校に１１校目、今年３月に新木小学校に１２校目のあびっ子クラブを設

置しました。いよいよ残り１校が布佐小学校ですが、３０年６月の開設を目標とし、今年度中

に工事を行う予定です。それにより全ての小学校にあびっ子クラブが設置される形になります。 

学童保育室の整備は、児童数が増えて手狭になっている保育室で、昨年度は第一小学校の拡

張工事を行い、今年度は第三小学校の拡張工事を予定しています。 

また、学童保育室とあびっ子クラブの運営形態ですが、平成２７年度から提案型公共サービ

ス民営化制度により、第四小学校で民間委託しておりますが、今年度は根戸小学校でも委託し

ました。３０年度からは第三小学校で委託を予定しております。 

５月３０日に放課後対策事業運営委員会を行いました。その中で、布佐南小学校のあびっ子

クラブは、土曜日の利用者がほとんどいないということから、閉室を承認いただきました。 

昨年度の布佐南小の利用者数は、土曜日が月１人程度の利用で、平均０.２２人、今年２月から

現在まで、全く利用者がおりません。学童保育室でも土曜日の利用者がおりませんので、地域

的には土曜日の開室をあまり必要としていないということで、しばらく閉室させていただき、

また利用の声が高まってきましたら、開室していきたいと考えておりますので、７月から土曜

日を閉室とさせていただきます。子ども支援課からは以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問などありますでしょうか。 

【鎌田委員】  第三小学校は３０年度から民営化ですか。 

【事務局（森課長）】  提案型公共サービス民営化制度による委託です。 

【鎌田委員】  ３月の市連協の会議で、以前の民営化で手続が遅かった、保護者への周知部

分で問題があったなど、意見が出されていたと思いますが、三小では問題なくスムーズにいく

認識でよろしいですか。 

【事務局（森課長）】  はい。昨年度の提案型公共サービス民営化制度で、根戸小学校と第三

小学校は両方とも採択されているのですが、２校同時には難しいということで、根戸小を先行

し、第三小学校は３０年度からとなりました。保護者説明会等も行っておりますので、それを

踏まえ、よりスムーズにいくと思います。根戸小が公営から移行するに当たっては、今までの

指導員に半年間残っていただき、引き継ぎをしながら運営する形をとっています。できるだけ

保護者と児童に不安がないように、配慮しながら行っています。 
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【山﨑子ども部長】  昨年度の２月に最終の説明会を行いましたが、その前にも何度か役員

や、三小の保護者の方にはお話しをして、何も異議を唱えられることはなかったという報告を

受けていますので、スムーズに移行できると思います。森課長からありましたように、こちら

も万全をとり、子どもたちや保護者に不安がないような形で移行していきたいと考えています。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。次に保育課からお願いします。 

【星課長】  この４月から公立緑保育園と東あびこ保育園が、社会福祉法人聖華へ無事移管

しました。天王台地区にミルキーホーム天王台、天王台ななほ保育園、こちらも２月の子ども・

子育て会議、また県の子ども・子育て会議に、利用定員を７０人から４０～５０人に下げるこ

とについてお諮りいただき、それぞれ５０名の利用定員でスタートしております。 

今年度最後の子ども・子育て会議で、また、７０名の利用定員に上げる形について、ご意見を

伺えればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問などありますでしょうか。次にこども発達セ

ンターからお願いします。 

【遠藤所長】  昨年、子ども・子育て会議で視察に来ていただきましたが、新しい建物で、

待機なく８６０人の児童とその家族に対して支援することができています。平成２７年度から

比べると１１％増と、右肩上がりに発達センターの利用者が増えている状況です。 

児童発達支援センターの機能が増えた一番のだいご味は、実際の発達支援プラス、地域に支援

のノウハウを還元しなさいという地域支援の部分が重要ということで、２９年度は地域支援に

力を入れて事業を進めてまいりたいと思っています。 

お手元の資料４をご覧ください。国から子ども・子育て支援事業計画等中間年の見直しの話

があるとおり、子ども総合計画に基づく我孫子市子ども発達支援計画も平成３０年の４月、中

間見直しを経て施行していくことになります。あわせて、我孫子市障害者プランの中の第５期

障害福祉計画も策定になり、国からの第１次障害児福祉計画、子ども総合計画と整合性を図り、

我孫子市子ども発達支援計画の見直し等を進めてまいりたいと思います。以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問ありますでしょうか。 

次に、議題⑦、次回の日程について、事務局より事前に調整用の用紙が送付されていると思

います。まだご提出されていない方は、１４日までにメールで回答をお願いいたします。事務

局は、次回の会議の日程が決まりましたら、皆さんに通知をお願いいたします。 

これで、議題及び報告事項は全て終了いたしましたが、その他で何かございますでしょうか。 

【事務局（中場補佐）】  今年度重点的に進行管理する事業を決めていただきました。事業を
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深く知るために、皆様から各事業のご質問をいただき、所管課から回答をいただく予定ですが、

会議で直接所管課からヒアリングする方法もあります。ヒアリングはどういたしましょうか。 

【箕輪会長】  ヒアリングするにしても、質問を出していただいた方がよいと思いますので、

質問を出していただき、特に直接聞きたいことがあればヒアリングする形でいかがでしょうか。 

【事務局（中場補佐）】  皆さんに昨年と同じ質問用紙をお送りしてよろしいでしょうか。 

【箕輪会長】  よろしいですか。今回事業が増え会議時間も限られておりますので、特にヒ

アリングで聞きたいことと、回答のみでよいものを精査していただいてよろしいでしょうか。

では、質問用紙等をお送りください。 

【鎌田委員】  所管課への質問は、事業に対してや指標に関してですか。 

【箕輪会長】  例えば、もう少しこの部分を詳しく説明してほしい、２９年度はどう考えて

いるのか、ということをご質問いただければと思います。 

本日予定していた議題は全て終了しました。 

傍聴の方がいらっしゃいますので発言がございましたら３分以内でお願いいたします。 

【傍聴者】  布佐平和台からまいりました。市のまちづくりボランティア事業を始め１１年

目になります。久しぶりの傍聴ですが活発にやっておられ大いに結構ですが、今年４月１日現

在で我孫子市の人口は１３万２千人。最新データを分析中ですが、ゼロ歳児が７４８人しかお

らず、少子化対策が必要であることが如実に出ており少子化対策をどうやるか大命題です。 

かねてから高齢者の元気な知恵と若者の最新の世界の情報力の双方向の会議をやったらいい、

という意見を持っています。具体的には、市内１８８の自治会長から優秀な方を選抜し合同プ

ロジェクト会議をつくり、子ども部と健康福祉部を経験した部長を使い、高齢者からは知恵と

生活体験を子どもたちに植えつけてもらい、子どもたちからは世界最新の情報を高齢者に提供

する。双方向性で我孫子市民が幸せになることを念願しています。提言がてら、感想、意見を

述べさせていただきました。 

【箕輪会長】  貴重なご意見、ありがとうございました。 

これで、第１回子ども・子育て会議を閉会いたします。長時間にわたりありがとうございま

した。 

 

―― 了 ―― 


