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平成２９年度 第２回我孫子市子ども・子育て会議議事録 

 

● 開催日時 平成２９年９月３０日(土) ９時００分から１１時００分 

● 開催場所 湖北地区公民館 第２学習室 

● 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、鎌田委員 

(市職員) 山﨑子ども部長 

保育課：星課長 

子ども相談課：三澤参事兼課長、増田課長補佐、 

こども発達センター：渡辺副所長、根上主査長、十川主任 

教育研究所：土山所長 

(事務局) 森子ども部次長兼子ども支援課長、中場課長補佐、山本主任 

● 議題等 

１ 開会 

２ 委員紹介 

３ 職員紹介 

４ 議題 

（１）平成２９年度重点９事業担当課ヒアリング 

（２）平成２９年度重点９事業の評価とりまとめについて 

（３）子ども・子育て支援事業計画中間年の見直しの経過報告 

（４）子ども部各課からの報告 

５ その他 

６ 閉会 

●公開・非公開の別  公開 

●傍聴人・発言者数  無 

●会議の内容 
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―― 議事録 ―― 

 

平成２９年度第２回我孫子市子ども・子育て会議 

平成２９年９月３０日 

 

【事務局（森子ども部次長兼子ども支援課長）】 

ただいまから第２回我孫子市子ども・子育て会議を開催いたします。 

 本日は、大変お忙しい中ありがとうございます。 

 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ので、会議内容を録音させていただきますことをご了承ください。 

 なお、本日の会議には、全委員１０名中６名のご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項において、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、以上のとおり定員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、本日配付しました資料の確認をさせていただきます。 

―【事務局（山本主任）】 資料確認 ― 

【事務局（森課長）】  資料の不足等、ございませんか。 

 それでは、箕輪会長にこの後の議事進行をお願いします。 

【箕輪会長】  皆様、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日、傍聴人はおりません。では、次第に沿って進めていきたいと思います。 

初めに、議題①平成２９年度子ども・子育て会議重点事業ヒアリングについて、事務局より

説明をお願いいたします。 

【事務局（山本主任）】 

― 平成２９年度子ども・子育て会議重点事業ヒアリング等について説明 ― 

【箕輪会長】  ありがとうございます。それでは、ヒアリングを開始したいと思います。 

まずは、教育研究所の土山所長より、心の教室相談員の派遣事業について、概要説明をお願

いいたします。 

【土山教育研究所長】  こんにちは。私は教育研究所の所長をやっております土山と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

心の教室相談員は市の事業であり、平成１０年にまず市内の６つの中学校で設置いたしまし
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た。そして平成１９年に小学校でも配置になり、現在全小中学校に配置されております。具体

的には、各学校に相談室というものがあり、そちらに２日ないしは３日、相談員がそこで待機

をして、子どもたちあるいは保護者、場合によっては教員の相談を受ける。また勤務時間の間

に特別支援に関する校内委員会への参加も行っております。 

ほかに心の相談員にはもう１つの業務があり、在宅訪問も行っております。長欠が続いてし

まって学校へ来られないお子さんについては自宅へ伺い様子を見たり、登校を促したりという

活動をしております。 以上でございます。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問を皆様のほうからお願いいたします。 

【鎌田委員】  心の教室相談員の派遣事業ですが、相談内容項目が小中学校合わせて１０項

目となっていますが、１０項目に振り分ける基準があれば教えていただきたいと思います。 

【土山所長】  １０項目の振り分けについての基準は、実際のところは文面としてはござい

ません。相談員が受けた内容から相談員の判断で分けております。 

【鎌田委員】  28年度相談件数の内訳で、いじめや対人関係とありますが、これをどのよう

に認定しているのかと、対人関係の件数が大幅に多く、他の内容と件数に違いがあるので、ど

のように振り分けているのかお尋ねします。 

【土山所長】  昨日、心の相談員の研修会がありまして、この件についてもいろいろ話をし

ました。子どもの相談に関しては、対人関係がほとんどでございます。お友達とうまくいかな

い。先生との関係、場合によっては保護者との関係というのもございます。そういうものが多

いのですが、いじめに関しましては相談員のほうも神経質にといいますか、聞くようにしてお

りまして、いじめにかかわるものについては全て相談内容を文書で私たち（教育研究所）に提

出していただくようになっており、そこで相談員の判断でいじめや対人関係に分けております。 

【鎌田委員】  保護者から、教職員からもあるとすると先生方がいじめがあったと認定して

いるものもあるという考えでよろしいですか。 

【土山所長】  １つの案件に関して、先生たちとのケースごとの会議や校内委員会もその相

談件数の中に入っています。先生の相談もありますし、共通理解のための情報共有もその件数

に入っております。カウントは１人１件ではなく１回につき１件ですので、同じお子さんが２

回来た場合は２件になります。また、同じ内容のケースでお子さんと保護者、そして教職員が

相談に来た場合は３件とカウントしております。 以上です。 

【鎌田委員】  １回の相談で１件となると、１人の子どもに対して１０件、２０件とカウン

トするケースもあるということですね。 
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【土山所長】  そうなります。また、相談件数の中には直接相談を受けるほかにも、少し心

が疲れてしまって、相談室で少し休むというものも件数の中に入っております。実際のところ

多くなっていることは確かでございます。 

【鎌田委員】  それを何か絞り込むということは考えていますか。 

【土山所長】  絞り込むというと断るということになりますが。 

【鎌田委員】  絞り込むというか、自分も義務教育のときに対人関係や家庭問題、進路問題

等、１人で抱えている問題があって必ずしも１つだけとは限りません。特に中学３年になると

高校進学や交友関係では１人で５件、１０件というのは当たり前だと思います。そうすると、

このカウントの仕方がほんとうに正しいのかどうかというのはちょっと疑問に思います。 

【箕輪会長】  カウントの仕方は回数でのカウントの仕方で、例えば複合的に相談をされて

いる場合、それを分けてカウントすべき、というご意見でしょうか。 

【鎌田委員】  例えばいじめ１０件でも、対象者は３人、ということになります。そうであ

れば３人というように人数のほうがいいような気がしますけれども、どうでしょうか。 

【箕輪会長】  それは理由も合わせてお知らせいただけるといいと思います。 

【鎌田委員】  対人関係などは１回で終わるとは思えないので何回かやりとりして解決にな

ります。単純に１回の相談１件ではなくて１人が何回かやりとりをして解決をした、というほ

うがわかりやすい気がしますがいかがでしょうか。 

【菅原委員】  名前は出さないにしても個人情報的なことになってしまうので、非常にデリ

ケートな問題なのでそういうカウントはまずいと思います。この書き方で、同じ人から何回相

談があっても１回１回対処しているという今のカウントは、正しいと思っています。 

【鎌田委員】  相談だけでは解決にならないと思います。指標は解決できた割合となってい

るのでゼロになってしまいますがいかがでしょうか。 

【土山所長】  解決に至っていないのではないか、あるいは解決はゼロではないかというこ

とですが、相談業務というのは非常にこの辺が難しいところで、相談を受けてすぐ解決すると

いうケースはまずありません。まして心の教室の場合ですと、このカウンセリングのような相

談という意味合いもあると同時に、子どもたちの心の休息場所といいましょうか、ちょっと休

みに来るという場所も兼ねております。そういう意味で、それを解決させる、させないという

ことは非常に難しいし、１人１人のお子さんに対して、この子が何回来てというよりも、もう

少し自由に来られるような雰囲気をつくっていきたいなと考えております。統計的なことにな

りますと、厳密な話でやはり相談を受けた回数という形でしか今のところ出せないのが現状で
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ございます。 以上です。 

【箕輪会長】  相談も悩みの相談というよりは、ちょっとほっとしに来るとか、話すことで

予防的な対人関係という、そういった部分を含んでこの位置付ということなので、単純に解決

という指標にはなりづらいと。また個人情報の観点からもこういった指標にしているというこ

とでよろしいでしょうか。 

【増田委員】  先ほど鎌田委員さんから、件数よりも人数のカウントのほうがいいのではな

いか、という意見がありましたが、人数で事務局が報告すると、実際は何件なのか、というこ

とになると思います。先ほどお話に出たような件数のほうが明確だと思います。人数が知りた

いのであれば何人なのかご質問されればいいことであり、そういうことの全体像が見えるのか

なということと、私たち委員は事業に対しての進行を管理をするのですから、件数のカウント

方法はこうだと言われれば、それできちんと執行されているのか見ればいいわけです。細かく

深く突っ込まなくてもいいのかと思います。 

【鎌田委員】  この指標に関してはどう思いますか。 

【増田委員】  このとおりでよろしいのではないですか。書かれたとおりで私たちは理解す

るといいうことです。それでこの事業が正しく進行、運営されている、ほったらかしにされて

いない、事業が継続して執行されているということがわかればいいのではないでしょうか。 

【鎌田委員】  ２８年度では目標値５０％に対して実施率１０％となっていて、それでも、

書かれたとおり理解するで終わりですか 

【増田委員】  それが事実なわけです。それは担当課で、指標が低いからもっと工夫して目

標値に近づけるように努力していただければいい話です。 

【鎌田委員】  例えば目標値が５０％で実績がそれに近い数値ならまだわかります。そうで

はなく１割、２割程度のある意味成績です。それで深く追求しないのもどうなのかと思います。 

【伴副会長】  そのことについては評価の際にコメントすればいいのではないかと思います。 

実施率１０％でお伺いしたいのは、心の相談員がご相談をたくさん受けている中で、相談員だ

けでは対処できない、例えばいじめのようなものは研究所にも上げるとおっしゃったし、教職

員とのケース会議をされているものもある。それ以外に、まずはお話を聞いて相談を受けてい

れば大丈夫、というものとの割合といいますか、相談員の質によって、質といったら失礼です

が、相談員がこれは重要だと思うものについては教職員と相談をしたり、研究所に上げたりす

るわけです。そういうときの指標というか、どのぐらいがケース会議になっているのか、どの

ぐらいが研究所との相談になっているのか、そういうことはわかるほうが、相談員としてもこ
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ういう場合には誰かと相談しなくてはいけないよ、というところがわかるといいと思います。

それによって、何で解決していないのか、ということもわかるのではないかという気がします。

件数の数え方としてはこれ以外はないと思います。 

１回相談を受けたら、同じ相談にその子が何回来ていようが、今日は対人関係で、今日は親と

の関係で来た、と言ったらそれぞれカウントしていく以外ないと思います。解決というのはそ

こで話をして解決という場合もあるでしょうし、子ども自身がもっと話をしたいといって解決

が延びる場合もあるだろうし、相談員のほうがこれは深刻だと思って上に上げる場合もあるだ

ろうし、相談員がどのぐらいのものをどうかかわって持っているのか、それがどういう状況に

なったらほかとも連携しなくてはいけないのかというところははっきりしていかないと、相談

員自身もやっていられないなという感じになってしまうのではないかと思うので、そのあたり

何か基準みたいな、ほかと連携するというか、大人同士の会議のようなものも必要になってい

く基準があったら教えていただきたいと思います。 

【土山所長】  相談の内容は非常に多岐にわたっていて、ほんとうに幅広いものです。１つ

線を設けて、この線を超えた超えないで判断するのが非常に難しい。今、おっしゃったように

相談員の、資質によるところも多いかと思います。ですから線引きというのは非常に難しいで

すが、ケース会議としてつなげたもの、校内委員会としてまとまって話をしたケース、事案に

ついてはこれから検討していきたいと考えております。 

【太田委員】   私は、目標値を５０％としている根拠について質問しています。教頭時代、

校長時代では心の教室相談員の先生方にはほんとうに助けられました。あの方たちに小学校で

週２日４時間ずつ、中学で週３日、それだけのわずかな時間で何ができるのか、でもたくさん

していただきました。子どもと接し、親と接し、そして担任も知らない大事な話をしてくれる

ことが実は結構多いのです。保護者懇談会でも教頭時代に、相談員の方が、会ってくださいと

いうことでお会いし話をしたことがありました。クッション材といいますか、数値だけに出な

い、管理職というのはそういうところの微妙なところがあるので、単に５０％、１０％という

数字であらわすのは非常に酷ではないですかということを申し上げたいです。 

ほんとうに重大案件のいじめが何件というのと違って、ここの数値というものはほんとうに難

しく、市としても心の教室相談員を大事にして、位置づけてもらっているだけで私は感謝して

いますので、その１つだけに５０％の解決をというのがそもそも酷ではないですかということ

です。今はチーム学校ですから、悩みは先生方やいろいろな人と共有したらいいのです。ある

中学校では、生徒指導する女性の用務員さんがいらして、その用務員さんのところに、「むかつ
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くんだ、あいつ。」と言いながらもやって来た生徒がいます。そのぐらいやはり学校はみんなで

子どものことを見守っているので、５０％というものはあまり厳しくないですかということで

質問をさせてもらいました。 

【土山所長】  やはり５０％という数字として出すのは非常に難しい。しかし相談員として

は、解決終結という思いでのパーセンテージで上げています。中には終結を目指していない相

談もありますので、そういう意味合いも含めての５０％というのを掲げさせていただきました。

太田委員がおっしゃることはほんとうにごもっともでございます。 

【伴副会長】  実績の解決割合１０％というのは相談員さん自身が、解決はこのぐらいした

と思います、という申告ですね。 

【土山教育研究所長】  そういう形になってしまいます。 

【鎌田委員】  そうしますと相談員さんとしては、もっとこういうこともやれるのに、時間

数が増えたらいいのになど、いろいろな希望があるけれど、今はこういう状況で、なかなかう

まくいっていないという自己評価と考えてよろしいでしょうか。 

【土山所長】  特に時間として、今４時間の状況ですので、その中での対応というのは普通

に困難さを抱えているなということは昨日の研修会でも伺いました。 

【箕輪会長】  よろしいですか。それでは、次に移らせていただきます。 

ライフサポートファイルの活用・普及について、担当課からご説明をお願いします。 

【十川主査長（こども発達センター）】  改めてよろしくお願いします。担当をしております

十川と申します。 

お手元のライフダイアリーを見ていただきながら内容のご説明をさせていただければと思いま

す。こちらのファイルはＡ４ワイドの仕様になっておりまして、大きく２部構成の資料となっ

ております。開きまして、最初のページからＡ４の付属の用紙、全部で１９ページにわたって

いるかと思います。こちらは親御さんが自由に記入していただける様式となっております。内

容としましては、お母様方の育児記録動機が高い乳幼児期を中心とした様式となっておりまし

て、思春期を迎える前までの小学校年代までの様式を中心にしております。これが年齢ごとの

様式となっており、その後ろのほうは保護者それぞれがそれぞれの思いを書く保護者の記録や、

感染症等、何か記録に残しておきたい病気やけがの記録などを書いておけるような医療の記録

が中に入っております。このようにしていくと、いつどこでどの課の誰に貸した、もしくは見

せたか、個人情報を自分自身で管理することを保護者の方に念頭に置いていただきたく作成し

た様式となっております。これが様式構成の前半部分です。 
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後半部分は、クリアポケットが入っている５枚のところが構成部分としては第２部です。１

ページ目に委員のほうには、この前半の様式にはどういったことを書いておくとこれまでの育

児を振り返るといったときに思い出として残るか、取っておいたらいいのではないかという情

報について、手引きという名前で作成しております。同じ内容につきまして、ライフダイアリ

ーの市のホームページにも記載しておりますので、デジタル版でアクセスされた場合にも同じ

内容が見られるようになっております。クリアポケット１ページ目にはこのクリアファイルを

一体どう使っていただきたいのかというご案内を下段も含めて表記しております。 

私ども担当としましては、この様式をお母様方に埋めていただくというよりは、後半部分の

クリアファイルをたくさんご自身でご購入いただいて、お子さんに関するいろいろなところか

らの手紙や、書類、お子さん自身から送られたお手紙など、育児の記念になるようなものをポ

ケットにどんどん差し込んでいってほしいという思いが、このファイルのこの厚さとなってい

ます。どうしてもこういったものを準備しますと、保護者の方がいろいろ書くことが義務であ

り、その書いた内容について要支援になったときに、この内容から拾ってこういった支援が必

要だったのか、というのを支援者側が読み解くというイメージを持たれがちですが、どうして

も育児という何時から何時まで定時制でない仕事をしていく中で、この様式を取り出して書き

込むといったことは、お母さんにとって労力として高いものです。親御さんたちが書くことを

義務にするのではなく、そういった支援を受けたということに限定せず、公なり民間なりから

書類が来たときに、とりあえずここに全部入れておいて、何かあったときにこの分厚いファイ

ルさえ持っていけば、その場所で一緒に探してもらって見つけるということができるだろうと

いうことを想定しまして、ライフダイアリーをこの仕様で作成し、配布しております。 

昨年度２８年度４月２日出生のお子さんより、出生届を我孫子市役所内で提出されたおうち

には、レジ袋に入れた状態で梱包して、各行政窓口に置いてあります。出生届の処理の最後に

こちらを我孫子市のお子さんにお渡ししますという形で全数配布を目標に配布を行っておりま

す。今年度も継続し、全数配布ということで、ファイルの作成と配布を行っております。 

委員の方から、支援者側のマニュアルは、といったご質問をいただいておりますが、実際この

ファイルは丸５年経ち６年目になると思いますが、お渡ししたおうちの様子を聞いてみると、

「あるけれども・・・」、で終わるんです。ですからこのファイルへのお母さん、お父さんたち

がアクセスする機会を増やしていけば、おのずと何かあったときにここに差し込んでおこうか

という行動が、保護者の方に形成されるだろうということは、市に何かお子さんに関する申請

に見えたときに資料を配付するときには必ず、「ライフダイアリーをお持ちでしたらこの中へ保



 -9- 

管ください。」や、「何かのときにライフダイアリーをお持ちでしたらご持参ください。」という

アナウンスをしていき、常に子どものことはここに集約する、という意識づけを担当課職員全

員ができるようにしておくという意味合いでのマニュアルです。ライフダイアリー検討会議で

も、どういったタイミングでこういったものを保管できるか、機関は限られます。こども発達

センターや、教育研究所、子ども相談課など、何かしらその支援を受け、個別支援計画を作成

した何かの手続があるものがあれば挟み込める。学校にご協力いただければ、学力テストの結

果を６年分はこのポケットに入れておいて、といったことでのアナウンスができるところです

が、とりあえず何がなくてもライフダイアリーの中に挟んでおいてくださいね、ということを

全ての庁内職員ができるようにという意味合いでの活用マニュアルになっております。 

実際に高等学校教育を終えられた方で、かつて発達センターにご縁があったおうちで、支援

を利用されてこなかったおうちから当時の発達センターの記録はないかという問い合わせが今

年度だけでも５件あります。個人情報の保管の関係でもう手元には、発達センターにはないの

で、お母さんが持っているだけの資料になりますという、こちらとしては切ないやりとりをし

なければならない機会がだんだん増えています。学校教育機関には支援を必要としなかったけ

れども、やはり発達期のころから何かしら支援を受ける必要があったという証明書類として、

乳幼児期からの周知アナウンス、それがどの子が必要になるかがわからないから全数配布して

います。例えば脳性まひ、ダウン症、その他遺伝疾患、出生の数日後に判明するというのが障

害とは限りません。社会状況への適応がうまくいく特性のある人もいれば、うまくいかない特

性の方もいます。その社会適応の問題が顕著になったときに、過去のご本人の困り感、保護者

の不安感が何かの支援の手がかりになればということで、みんなが持っているファイルという

形で担当としては普及をこれからもしていきたいと思っている次第です。 

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

【伴副会長】  配布数が圧倒的に伸びたというところはすばらしいと思っておりまして、昨

年度２７年度が３１８に対して、２８年度は１,１４９で、かなりの数、ほんとうに８割、９割

という数で配布できているというのは、目標を大きく上回ってすばらしい成果を出していらっ

しゃると思います。 

お話のとおり、市民課窓口で渡していることが要因かもしれませんが、何か厄介なものであ

れば、渡されるとしてもお母さんのほうで、「いいわ、これは。」という感じで拒否なさると件

もあろうかと思います。趣旨である、子育てを楽しみ、子どもの成長を保護者自身が親として

振り返ることができるようにすることがこのファイルで達成できないと、今後はこの普及が、
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ただ単に配りました、置いているだけでもう使いません、のようなことになってしまうと、次

なる目標が達成できないと思います。今、どんどん伸びているという手ごたえとして、何でこ

ういうファイルが受け入れられているのかということを、担当としてどうお考えかお聞きした

いと思います。 

【十川主査長】  実際に子育てフェスタ等で配布、手形押しをこの間していただいて、「こう

いったものを入れておいてくださいね、そうしたら１０年後見たときに話題として盛り上がる

よ。」という具体的な案内をすると、それなららっていこうかなという方が多いです。出生届時

に市民課窓口で配布となると、渡されたからもらっていったという方もいらっしゃるだろうと

いう気はしています。しかし、その中でも実際に上の子で使ってみて便利だったから下の子で

もぜひもらいます、という方もいるので、書類保管、子どもの手紙や抜けた歯を入れた、とい

うおうちに関しては、次のお子さんが生まれても積極的に活用していただけているのではと思

っています。これだけ楽しいことが振り返れるよ、といった具体的なアナウンスをしながら、

５年後、ある程度大きくなって振り返るときに、ああ、いいものだったから続けようかと思っ

ていただけるのではないかと思っています。まだ、配り始めたところなので手ごたえとしては

薄いですが、兄弟分の申請もしていきますという方が少なくないことを思うと、何か市民とし

ては使ってもいいものと思っていただけているのかなという感じがあります。 

【伴副会長】  ありがとうございます。ほんとうに全戸配布、全員に配布するというところ

で、親がこういう記録をとっていこう、という気持ちになる進め方をしていらっしゃるのはす

ばらしいと思い、今後も進めていただきたいと思います。それが先ほどおっしゃっていました

けれども、後々役に立つ、親が振り返るときに、何か記録ができるというようなものがもう少

し書きやすいと、ここにこういう欄があるだけで、親として書いておこうかなという気になり

ます。これはあまり重要じゃない、書いても書かなくてもいいというよりは、親自身が記録す

る部分ももう少し楽しく書けたり、また必ずこの時期には書いておこうというポイントがあっ

たり、後々親が持っている記録を手がかりに、個人情報を乗り越えて支援に結びつくような賢

い資料になるためにも、様式をもう少し工夫していただけたらありがたいなという気がします。 

例えば、幼稚園に入ったら、何々幼稚園入学おめでとうみたいなものがあります。どこの幼

稚園に入って、先生が誰だったかは後々忘れてしまいます。うちの息子達は２人とも山﨑部長

の園で卒園したので山﨑先生の認識がとてもあります。その前は渡辺副所長にもお世話になり、

いろいろな先生にお世話になっているけれども、例えば進級したときにこの保育園の担任の先

生は誰で、一言でいいからその先生にコメントをもらっておけば、そのときに子どもが初めて
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行ったときの印象、入園式などはとても印象が深いし、そういったことを入れておくと記録と

してはとても役に立つと思います。健診では保健師は誰が担当だったというようなことも含め

て、もっと毎回何かの折にこれを持参することを増やしていくと、もっと活用の機会は個人任

せにしないでできるのではないかと思います。 

そしてその後、文科省でもスクールカウンセラーや何かの活用を含めて先ほどの心の相談の

件数のようなもので、学校がかかわらなくてはいけないようなものについては、支援シートの

ようなものを全国的につくって、それには学校も記録するけれども親がこういう支援を受ける

ことについて納得していますという判が必要になってくるのです。今も個別支援計画など何か

あると全て親とのやりとりになってくると思いますけれども、そういうものに対して、初めて

それに出会ってしまうととてもハードルが高くて、うちの子はこんなものにサインをすること

になってしまったの、のようになってしまうけれども、ふだんから市が行っている相談や何か

について、普通の健診のときに行きました、誰が健診しました、親はちゃんとそれについて説

明を受けました、そしてサイン、判を押す。このときの健診は、お父さんが行ってくれました、

そんな記録でいいと思います。そのような記録がどんどん入っていくと、使い方としては幅が

広がるのではないかなと思いますし、ここでは子育てですが、もっと子ども自身も自分の特性

みたいなものをチェックできるようなシートがあったり、親がそれを入れていてもいいですが、

そんなものも含めてこの時にはこういうものが好きだったというふうに、このとき一番大事に

しているもの、お友達、おもちゃ、ゲームなど、３つ丸をつけましょうというものがあると、

このときの性向はこうだったか、こういうことに興味を持っていたのか、というものが親とし

ても、子ども自身も大きくなってくれば記録していくことができるのかと思い、もっと活用し

てほしいし、そのためのまずは持ってもらうところについてはほとんど大成功と言っていいぐ

らい進めていただいているので、今後ももっと活用の幅が広がっていったらいいなと思います。 

【十川主査長】  ありがとうございます。 

 様式の中には、好きなこと、子どもたちが小学校の内容であれば書けるような題にはしてあ

り、そのうち好きなように使っていただいていいと思いますが、育児の記録、健診の記録、こ

ういう人と出会ったといったこと、担任の先生のお名前を書く欄等もあることも記入しながら、

記入の切りかえのときに一度開いて、今の新生活の様子をちゃんと書くのはどうですか、とい

うインフォメーションも市民向けにできればいいと思います。  

【山﨑部長】  このライフダイアリーは、全国的に行っている市は少ないです。我孫子市の

特徴的な大事な事業になると思います。単にこれを配布していますということではなくて、妊
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娠期から子育てが始まるということで、啓発していかなければいけない１つとして植えつけて

いけるような大事なもので、活用してくださいということを広報していけるような活動もあわ

せて行っていきたいと思います。そして療育教育システム連絡会という大きな組織があり、そ

の下部組織としてこのライフダイアリーのあり方を検討する部会も立ち上がります。今までも

検討しながらこういう形になってきていますけれども、それを正式な形で検討する部会もでき

まして、ますます充実させていくところですので、今日もいただいたご意見を参考に、これか

らもっといい形をつくっていきたいというところです。 

【太田委員】  我孫子では年明けて１月に成人式がけやきホールでございます。１０歳のと

き、小学４年生で２分の１成人式を行います。いい悪いは若干ありますが、２分の１成人式の

４年生ぐらいではちょうど反抗期になります。そのときに生まれたときのことを改めて振り返

ると、非常に子どもはナーバスになります。お父さん、お母さんの愛情たっぷりだったという

ことを振り返ることができるのです。写真は撮っていても当時の状況を細かく記録するかどう

かはお母さんの個人差が大きく、状況を出せないと言うお母さんがいると、校長がその子にお

手紙を書いていろいろ聞くということもあります。自分の成人式で１人でもそこに乗らなけれ

ばその子だけかわいそうな時間になってしまいます。そうしたときに、このライフダイアリー

があれば、我孫子市全戸のお子様に行きわたって、１０歳になったときに小学校で２分の１成

人式で、こんなこともあったのか、こんな子だったのかということを、そのときに改めて子ど

もは親に感謝し、どうやって自分の今後の人生をちゃんとしなくてはいけないかという部分で

は非常に役に立つと思いますので、ぜひ普及をお願いしたいと思います。 

【箕輪会長】  今の若いお母さんお父さんの中には、書くということに少し抵抗感があり、

スマホアプリで成長記録を書けるものがあり、そのほうが写真１枚撮って残しておけるという

気軽さので、書くというよりはそちらをということもあると思います。おそらく以前は、なぜ

書くのか、なぜこれを渡されているのか、どう使おうか、と自分で考え工夫することを楽しみ

でされていたと思います。なぜ利用するのかという意義を渡す側から伝えていないと、そこに

対してああそうかというふうに一歩進めない方もこれから増えてくるのではないかなという気

もします。利用の手引きという、書き方だけではなくライフダイアリーがあることの意味や意

義を、最初に配るときに口頭説明だけでなく、なにかちょっとしたものが入っているといいと

思います。また、どんな活用をしているかという意見の収集も検討してくださるということで

すから、さまざまな活用例の幅を持たせていただき、その上でどうしても発達支援が必要にな

ったときに先ほど言われたような支援をしていくための手がかりになるような最低限、何が必
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要なのかということが、はっきりとわかるといいと思いました。 

【伴副会長】  例えば健診のときや、全部一度に用紙が配布されているわけではなくて、健

診に行くとそのとき書き込む用紙が何かありますね、そのときに、お母さん達でみんな一緒に、

ここでこれだけ記入してもらい、コピーをもらい原本は持ち帰りライフダイアリーに入れるよ

うにすると、その場でみんな一緒に書いているから、お絵描きする人もいるし、後で写真張る

という人もいるかもしれないし、みんなが書いているとそのときに書けます。また、どうして

も学校に提出する書類、家庭調査カードのようなものは毎年書かなくてはならなくて、そうい

うものもこの中に入っていて、それを学校ではコピーなり何なりとすると、学校もそういった

書類を一旦貰うと処理が大変なので、毎年それを更新しましょうという形になるかもしれない

し、とにかく賢く記録を活用したらいいと思います。これからは公的機関がそれぞれで記録を

持つ時代ではなくなると思います。賢くこの中に自分の子どもの記録、自分の家族の記録が残

せるようなそういうものを入れていただけるとありがたいと思います。我孫子市では、我孫子

市で親になったらみんながやるのよという機会になったら楽しいなと思うのです。子育てフェ

スタに行きましたということも、このシートがあると、手形はもちろん押してもいいですけれ

ども、それだけではなくて、今日はどんな遊びをしましたということが、来年も行こうねみた

いになったら、それはそれで活用の方法としてあってほしいと思います。やはりできるは小学

生のうちぐらいですから、このぐらいあればこのダイアリーがぱんぱんになるなんていうのは

すごく素敵なことだと思うので、そんな形で進めていただければと思います。 

山崎部長がおっしゃったように、全国的に進めようとはしているけれども進まない。ほんとう

に５年、１０年近く前から全国的に特別支援を中心に進めようとして、これが有用なものだと

いうのは四国なんかを中心にものすごく言われてはいるけれども、市町村としてこれがどんど

ん進んでいるところは、はっきり言ってないです。その中で我孫子市がこれだけ進められてい

るのは本当にすごいことだと思っていまして、これが続くように、要らないとなると、こうい

ったものはすぐに予算が切られてしまうものだから、ぜひやっていただければと思います。 

【太田委員】  きちんと活用していただければこれほどすばらしい記録はないと思います。

先程もお話があったようにスマホ、インターネットではすぐに変換してしまいますから、子ど

もの漢字書き取りは我々に比べるとだめです。時代がそういう時代です。若いお母さんもそう

です。紙ベースで来たときに漢字が書けないと、そうなったときにスマホ、インターネット、

パソコンでこれがダウンロードできることや、ダウンロードして書き込んだものをプリントア

ウトして挟み込むこともありなのかと思います。書くことが苦手です、今の若いお母さん方は。
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子どもはもっとです。湖北地区公民館の愛称を募集しても全国から来るのはみんなインターネ

ットで、窓口で書いてくれる人のほうが少数です。それを思うと、せっかく１つのファイルを

つくろうとするなら、そういうものもありなのかなと感じました。 

【十川主査長】  この様式についてですが、ホームページ上でエクセル段階での公開はして

おり、その場合にはフルカラーでプリントアウトしていただける仕様になっております。ただ

しスマートフォンの対応は喫緊の課題なのかなと今、ご意見を拝聴して思いましたので、担当

のほうで検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

【箕輪会長】  ありがとうございました。それでは次の議題に移ります。 

議題（２）平成２９年度重点９事業の評価とりまとめについてです。 

今後の会議の流れとしては、今年度注視して進行管理している９事業について評価をまとめ

ていくことになります。次回の会議までに９事業についての評価を各自、事務局に提出してい

ただき、事務局でとりまとめ、市長や担当課へ報告する評価のたたき台を作成いたします。 

第３回の会議ではたたき台を確認し、今年度の評価を完成させていくことになります。 

評価の視点ですが、事業内容が趣旨・目的と合っているか、実施内容が充実しているか、子

どもの育ちや保護者のニーズに合っているか、的確に課題を捉え、対策を講じているか、とい

った視点で評価していただければと思います。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局（山本主任）】  事務局案ですが、皆様からの評価の提出期限を１０月２３日（月）

とさせていただき、第３回の会議までに事務局でたたき台を作成します。 

評価を作成する際のフォーマットをお配りしています。週明けにメールでこのフォーマット

と昨年度の評価をお送りしますので、昨年度の評価を参考に作成していただければと思います。 

第３回の会議日程ですが、１１月下旬から１２月初旬を予定しています。候補として１１月

２６日（日）、１２月２日（土）、１２月３日（日）、１２月９日（土）の４日ではいかがかと考

えております。当会議は土曜日を基本として開催していましたので、あくまでも案として挙げ

ています。日程についてもメールにて希望日を伺い調整させていただいたいと思っております。

締め切は、こちらも１０月２３日（月）と思っておりますので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。皆様、ご質問、ご意見等はございますか。 

事務局からメールでお知らせいただき、日程が決まりましたら通知をお願いいたします。 

次に、議題（３）子ども・子育て支援事業計画、中間年の見直しの経過報告に移りたいと思

います。事務局から説明をお願いします。 

【事務局（中場課長補佐）】  今年度は子ども・子育て支援事業計画がスタートして３年目の
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中間年になります。中間年の見直しでは最新の人口動向と照らし合わせ、当初の計画と目標値

の数字に乖離がある場合は計画の変更が必要になりますが、数値に変動があるものの、変更す

るまでの乖離ではないということで、変更の必要はないと予測しております。ただし、いまだ

検討中ですので結論は出ておりません。もし変更となれば、案をこの審議会にお示ししてお諮

りいたしますので、その際はご審議のほど、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。質問などございますか。 

それでは最後になります、議題（４）子ども部各課からの報告です。 

子ども支援課からお願いいたします。 

【事務局（森課長）】  子ども支援課から報告します。 

放課後対策事業について報告いたします。提案型公共サービス民営化制度の事業提案により、

今年度から根戸小で開始されている民間運営ですが、４月から市のスタッフも配置しながら引

き継ぎを行ってきましたが、９月末、本日をもって６カ月間の引き継ぎを終了いたします。特

に混乱もなくスムーズに引き継ぎはできたと思います。今後も事業者と密に連携しながら、引

き続き、子どもたちが安心して放課後を過ごせるように努めてまいります。 

三小の学童保育室の拡張工事ですが、９月末までに終え１０月からの利用を目途に計画して

おりましたが、拡張工事が順調に進み１カ月前倒して９月から利用をスタートしました。今ま

では定員が１００名のところでそれを超えていたために５、６年生をお断りしていた状況にあ

りましたが、この拡張によりお断りをしていた５、６年生の保護者の方にもご連絡をし、入室

可能となったことを伝えています。ただ、この時期ですので、実際には入室したいという希望

はありませんでした。現在９７名のお子さんが利用しておりますが、拡張した部分は壁で仕切

りができているような形態になり、１フロアではなくて２フロアになりましたので、１０月か

らスタッフも１名増員して２グループに分けて保育を行っていきます。私からは以上です。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。ご質問はございますか。 

次に保育課からお願いいたします。 

【星保育課長】  保育課からは保育園等の入園についてと、Ｅｎｊｏｙパパプロジェクト、

２９年度の実績および予定を報告させていただいます。 

早いもので明日１０月１日号の広報に幼稚園の入園案内が掲載され、３０年４月入園が動き

出します。各私立幼稚園の入園の申し込み受け付けを１１月１日から開始させていただきます。 

また、保育園入園のご案内ができ上がりましたので資料として出させていただいています。

保育園は１０月１６日号広報に掲載し１１月１日から幼稚園と同じように入園の受け付けを開
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始させていただきます。まず入園申込み受付期間を設けます。公立保育園は１１月１日から１

１月３０日の１カ月間を受付期間とします。しかし、来年の１月２３日までは順次受け付けを

行っています。入園に対する需要度が高く点数づけをする都合がありますので、１月で４月入

園受付を切らしていただき点数づけ（利用調整）をするという形です。 

我孫子市ならではの特徴的なところでは、私立保育園についても可能な限り希望の園に入っ

ていただきたいとう趣旨を含めて、第１希望の私立に入園の申し込みをしていただく形です。

本来私立保育園の申し込みは全て市に申し込むところですが、我孫子市は今年度で待機児童３

１年間ゼロということで、ほんとうに全国的に自慢できる部分ですが、待機児童がいないため、

自分の希望の園に申し込みをしていただくというシステムで、他市よりも一歩先を進んだ取組

を行っております。私立保育園は１１月１日から１１月１５日の２週間に期間を絞らせていた

だいています。理由は、この２週間の間に私立保育園で、市の点数表を基準に入園選考をして

いただきます。その中で入園できない方が出てきてしまった場合に、市が中心となって相談を

受け、空のある保育園情報等を保護者に保育コンシェルジュもおりますので、そういった職員

等を活用しながらご案内をして入園を決めていく形です。 

３０年度４月入園までの流れも配布させていただいておりますが、このような形で、公立を

希望であれば保育課に、私立を希望であれば各園に申し込みをする流れになります。３０年度 

４月入園についても例年通りこの流れでやらせていただくことでご了承いただければと思って

おります。他市は待機児童がいますので、市が割り振りを行いますが、我孫子市は直接契約的

な形で行うといった特徴的なやり方をしています。その流れが他市とは違うというところをご

了承いただければと思います。 

続きまして、Ｅｎｊｏｙパパプロジェクトですが、２９年度は大きな事業として４つ予定し

ております。１つ目は、「めざせ！！Ｊリーガー＆なでしこ～フットサル」で、６月４日（日）

に２部制で実施しております。ただし、３歳児と５歳児が一緒に行うと危険な面がありますの

で、１部として３歳児の子ども１７人とそのお父さん１７人で行いました。２部では４、５歳

児の子ども３９人と、そのお父さん３６人で行い、大人と子ども合わせて１０９人が参加され

ました。募集人数はほぼ満たされた状況で、フットサルについては啓発されております。 

２つ目は、「初めてのラグビー体験」で、昨年度までは、「ゆうゆうボール」とう、簡単な柔

らかいボールを使った野球でしたが、雨天など天候により人数が集まらなかったことと、最近

残念なことに野球人気が下火になっていまして、なかなか人数が集まらないということで今年

はラグビーを行います。我孫子にはＮＥＣのプロチームがあるので、そちらとタイアップさせ
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ていただいて、しかもＮＥＣのラグビー場を使わせていただくということで、プロの非常に整

備されたグラウンドでできることになっています。そちらが１０月２８日（土）です。雨天の

場合は２９日に延期予定です。父親と３歳から５歳児で、募集人数は５０組、１００人程度の

予定です。皆さんでお知り合いの方がいらっしゃいましたら、現在３９組の募集で余裕があり

ますので、お声がけしていただければと思います。やはりお父さんの活躍の場として、子ども

とのスポーツはいいものと思っていますし、ラグビーといってもタグラグビーといい、腰にひ

もを巻き、ひもを取られたらタックルされたとして一旦ゲームが止まるといった、子どもが簡

単に鬼ごっこの延長のような感じでラグビーを楽しめるものです。やはりラグビーも小さいこ

ろから楽しく覚えてもらいたいということで、野球でいえば、ゆうゆうボールのように子ども

向けに考えられた非常におもしろい企画だと思います。 

次に、「たんさいぼうあそび歌ライブ」で、たんさいぼうというプロのバンドによる歌遊びの

ライブを１２月１６日（土）に予定しております。お父さんと０歳から就学前の子を対象とし

た幅広い募集をします。募集人数は５０組ほどの予定です。 

最後の企画は、簡単クッキングということで、お父さんの料理教室を来年１月２０日に予定

しております。大きなイベントは、このように年４回ほど行う予定ですが、そのほかに各ひろ

ばで毎月、お父さん向けにいろいろ小さな啓発はしておりまして、各ひろばにはかなりお父さ

んがお子さんを連れて遊びにくる姿が見えてきているということと、「ママへのごほうびフェス

タ」のような大きな事業でも、やはり家族ぐるみで、お父さんが子どもを抱っこして来る姿を

多く見られるようになってきていますので、お父さんの子育てへの協力も変わってきている実

感があります。簡単ですが、２事業についてご報告を終わります。 

【箕輪会長】  ありがとうございました。質問などございますか。お願いします。 

【太田委員】  幼保小連携カリキュラムをありがとうございました。今の流れでどこの学校

でも研究会をやるときに昔の指導案と違って、写真がたくさん入っています。こちらは表紙が

カラーのこんなかわいいので、横山悦子さんのイラストであるということで、やっぱりかわい

らしいなと思いました。写真もたくさん入っていて、私たちも何かやるときには字面は絶対ほ

かの来校者は読まないから、写真をつけましょう、写真を見てから文章を読むという時代なの

で、ほんとうに今日いただいて、よかったなと思っております。しかし今、改めて公立保育園

が３園になってしまったということで、これは民間委託の流れなのでしょうか。 

【星課長】  そうです。平成２３年度、当時７園あったものを３園、最初は委託という形で

進んでいました。しかし、委託であると、なかなか予算の問題などありまして、結果的には民
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間移管とする方針で公立７園のうち３園を移管する計画で進めてきまして、根戸保育園の公立

が今年度で最後になります。今、引き継ぎを行っていまして、来年３０年の４月からは台田に

あびこ菜の花保育園がありますが、そちらの事業者に根戸保育園の移管を受けていただき、引

き続き民間といった形の保育園になります。そして、公立保育園のつくし野、寿、湖北台の３

園については今のところ、民営化する予定はございません。その２園が西側の地域の中核とな

って私立と連携してという部分と、東側がもともと布佐方面に公立がなかったもので、湖北台

が東側、私立保育園の連携の中心となる公立ということで、その３園は民営化することなく公

立といった考えで残す予定になっております。 

【太田委員】  そうした場合、公立と私立の保育料の格差は全然ないということでしょうか。 

【星課長】  そうです。公立も私立も保育所自体は保護者の収入に応じて、保育料を市が利

用者負担額ということで決定する制度ですので、保育料には格差はなく、そういうことも含め

て民営化しています。 

【箕輪会長】  民間移管と新設が続いたので、そのあたりの質といいますか、経営状況や、

入園数についてもお伺いしたいです。どうしても移管した後に保護者との連携や、公立であれ

ばできたことが私立ではできなくなること、逆に私立になったことにより、いろいろよくなっ

たこともたくさんあると思います。そういうものを、児童福祉施設なので市としてどう見守っ

ていくかというところで、今されていることなどありましたら教えていただければと思います。 

【星課長】  直近ではこの４月から東あびこ保育園が聖華へ移管されていますが、まず公立

を移管するに当たっての条件としては最低、公立保育園の保育内容、保育運営を守っていただ

くこと、それ以上のサービスを拡大していただくことを条件として、運営をお願いしています。

そうした中で、英語教育など、無理に入れ込むのではなくて、保護者の希望を聞きながら、体

操教育のような新たなものを取り込んでいただいたりはしていますので、私立保育園になった

ことにより、ある程度保護者からのニーズにこたえられている状況になっています。 

計画的には中間年の見直しで、ニーズ量は約５０％程度見て、各地区ごとの就学前児童の人

口に対して見ていますが、４３％程度の保育需要にとどまっています。ですから当初計画と１

０％以上の剥離かどうかで数字的な見直しはしていますが、おおむね当初計画で持っている数

字で保育園整備は計画の残り２年では、整備計画は既に終了した形です。その先はまた５年間

の計画となってきますが、これ以上は保育園を新たに造ることはないだろうと見ています。民

間移管後は今のところクレーム的なものはなく、うまく運営はできていると思っています。 

また、保育園等一覧にあります恵愛保育園と柏鳳保育園の２園が来年４月から幼保連携認定
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こども園になる予定で現在協議を進めております。しかし、めばえの森保育園も一覧には予定

となっておりますが、体制等の準備ができないということで１年先送りになります。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。次に子ども相談課からお願いします。 

【増田子ども相談課長補佐】  まず、子ども虐待等防止対策地域協議会の運営状況について

ご報告します。子ども虐待等防止対策地域協議会は３層構造になっており、１層目が関係する

機関の代表者で構成する代表者会議、代表者会議は年２回開催され、今年度は第１回目を７月

２０日に開催し２回目は２月を予定しております。 

２層目は、担当者で構成される実務者会議です。実務者会議は月１回開催しておりまして、今

年度ここまで６回開催しております。 

３層目が支援対象事業について直接かかわりがある、または今後かかわりを持つ可能性がある

関係機関の担当者によって具体的な支援の内容を検討する個別支援会議となります。個別支援

会議は随時開催しており、ここまで各地区担当において１０回開催しております。 

続いて平成２９年度の新規虐待受け付け対応件数ですが、８月末時点で６６件です。前年度

は２０６件であり、ここまで前年度比３２％となっております。虐待種別では心理的虐待が４

２件、身体的虐待が１２件、ネグレクト１０件、性的虐待が２件で、心理的虐待が全体の６３.

６％を占めております。また市から柏児童相談所へ送致という形で行っている一時保護の件数

は、今年度はここまで６件となっております。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。質問などはございますか。 

次にこども発達センターからお願いします。 

【渡辺子ども発達センター副所長】  保育所等訪問支援について説明させていただきます。 

平成２５年の児童福祉法の改定により児童発達支援センターに設置が義務化されました。 

平成２８年に我孫子市こども発達センターが児童発達支援センターになったことで、保育所等

訪問の支援を開始しました。内容は、こども発達センターの契約を解除されたお友達が保育園、

幼稚園に入園するに当たり、センターがここで手を切るのではなく、園で困ったことや、相談、

アドバイス、また子どもの支援を提供しましょうという事業です。今年度は２９年９月現在、

利用者が５名契約をいたしました。内訳としては７月に１名、根戸保育園に行っています。 

１０月には４名のお子さんが私立保育園と契約されています。利用内容としては、訪問回数は

月に２回。児童の状況によって異なります。提供時間は原則、午前中です。支援内容は、児童

に対する直接支援と訪問先の職員に対する支援、間接支援を行っております。支援終了後は保

護者への報告を行い、支援内容の共通理解を図っております。個別支援計画に基づいた支援を
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実施しております。保育園、幼稚園に行く先生、職員は、保育士、心理相談、作業療法士、言

語聴覚士、予防医学療法士の方と一緒に行きます。毎月、第１金曜日、９時から会議室にて職

員が集まり、行った内容や方針方法を確認し合い、そのお子さんに次にどうしていくか、職員

に対しての支援をどうしていこうかなど話し合っております。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。質問などございますか。 

これで議題及び報告事項は全て終了しましたが、その他何かございますか。 

【鎌田委員】  あびっ子クラブ登録料改定の話はどうなっていますか。 

【事務局（森課長）】  あびっ子クラブ登録料の改定については、段階としては、保護者の意

向を聞くため、アンケートを実施する予定です。まず現在の事業費をお示しした上で、我孫子

市で公共施設を利用するときや、学童保育料を決めるときに使われる、利用する方と利用しな

い方の均衡といいますか、公平性が保たれるための受益者負担の考え方をお示しして、幾らが

妥当だと思いますかというアンケートを今回とらせていただきます。１０月に６,５００件を対

象に行う予定でいます。 

妥当な登録料を検討し、実際に変更するに当たっては３１年の４月からを予定しています。 

【鎌田委員】  そのアンケートはあびっ子クラブ利用者に手紙等でいただけるのですか。 

【事務局（森課長）】  あびっ子クラブの利用者だけではなく、全校生徒に学校からアンケー

トを配布させていただくことになります。 

【鎌田委員】  もう１点、認定こども園になると何か変わりますか。 

【星課長】  お父さん、お母さんが就労という形で入園されている場合、認定としては２号

認定、３号認定という形ですので、変わることはありません。例えば、２号認定の方が、仕事

を辞めた場合、通常保育園ですとそこで園を辞めてくださいという話になりますが、そういっ

た方を救済する程度の人数の枠を１号幼稚園児として各クラスに５人程度、定員を設ける形な

ので、先生たちも既に幼稚園の資格と保育士の資格を持った方たちが保育業務を行いますから、

質の部分も変わりませんし、そういったことを救済できるような形にかわるものと認識してお

いていただければ大丈夫です。今と大きな変化はございませんし保育所の決定の仕方も一緒に

なります。ただし、保育料は収入によって変わり、今まで市に納めていたものが、雑費などと

同じように各保育園に納めることになります。そこが一番大きく変わる部分です。 

【箕輪会長】  本日予定していた議題は全て終了しました。 

長時間にわたりありがとうございました。 

―― 了 ―― 


