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平成29年度 第３回我孫子市子ども・子育て会議議事録 

● 開催日時 平成29年12月３日(日) ９時00分から11時00分 

● 開催場所 我孫子市役所本庁舎 分館大会議室 

● 出席者   

(委 員) 箕輪会長、伴副会長、太田委員、増田委員、間弓委員 

(市職員) 山﨑子ども部長 

保育課：星課長 

子ども相談課：増田課長補佐、 

こども発達センター：渡辺副所長 

(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 議題 

（１） 平成29年度事業評価（案）について 

（２） 子ども・子育て支援事業計画 中間年の見直しの経過報告 

（３） 次期我孫子市子ども総合計画の策定等について 

（４） 我孫子市子ども発達支援計画（概要）について 

（５） 保育園の利用定員について 

（６） 子ども部各課からの報告 

３ その他 

４ 閉会 

●公開・非公開の別  公開 

●傍聴人・発言者数  無 

●会議の内容 

 

 

 

 

 



 -2- 

―― 議事録 ―― 

 

平成29年度第３回我孫子市子ども・子育て会議 

平成29年12月３日 

 

【事務局（森次長）】  ただいまから第３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５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（森次長）】  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年度事業評価（案）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年度事業評価（案）について説明 ― 

【箕輪会長】  ありがとうございます。それでは、「資料1【案】我孫子市子ども・子育て会

議における平成29年度事業評価（報告）」に記載された順で審議を進めます。 

まずは、「若者定住化に向けての情報発信力の強化」について、皆さまからご意見等ありまし

たらお願いいたします。 

次に、「幼稚園・保育園・小学校の連携の強化」について、ご意見等ありましたらお願いいた

します。 

【伴副会長】  内容的にはＯＫです。下から８行目の「期待の心を高まらせ」という言い方

はなじまないと思うので、“てにをは”を見直していただきたいです。具体的に評価する点４つ
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目の、「なめらかな接続に向けて」からの部分ですが、「取り組みを評価しつつ、幼・保・小連

携の強化を継続して、幼児・児童にとって意義のあるものになるよう、質の観点も重視した」

等、用語の入れ替えをしたらどうでしょうか。 

【箕輪会長】  よろしいでしょうか。次に、市内街頭パトロール、「こども110番の家」の充

実について、ご意見をお願いいたします。確認ですが、冒頭の“「市内街頭パトロール」と「こ

ども110番の家」の存在は、市民が意識出来ると、非常に安心感を覚えることができ、”という

部分の主語は「市民が」ということでよろしいですか？ 

【事務局（山本主任）】  はい。 

【伴副会長】  その部分について、「市民が」は「市民にとって」の方が良いと思います。ま

た、その後の記載も、「要望」を述べて「しかし」と続けた後に、また「要望」を述べるという

並びがおかしいので、“地域ぐるみで”の後くらいから文言を見直しながら、下から２段落目の

後 “効果的な運用をしていただきたいと思います。“今後も、地域ぐるみで”といような並び

替えをお願いできたらと思います。そして、最後の“ご協力をお願いします”は誰に対しての

協力なのか分かりにくいので、“事業の充実を望みます”のように、この会議として、お願いす

るとしてはいかがでしょうか。 

【太田委員】  ひとつよろしいですか。この間、湖北中や新木小の校長先生などを含む二十

数名が出席する新木近隣センターでの地域会議に出席したのですが、そこで話題になったのは、

Ｊアラートが鳴った時どうするのかという問題です。登下校中にもしＪアラートが鳴ったら、

子どもはどうしたら良いのか。学校に戻るのか、急いで家に帰るのか。こども110番の家なども

ご協力をお願いしている中で、「ここに入りなさい。」という事も必要じゃないかという話題が

出ました。今ここでどうしてくれという事ではないのですが、今後の観点になるのではないか

ということでお話しさせて頂きました。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。今のＪアラートに関しての観点等については、後で

資料２の委員からの意見に追加して頂けたらと思います。 

よろしいでしょうか。次に、ライフサポートファイル（ライフダイアリー）の活用・普及に

ついてです。ご意見をお願いします。 

こちらについてですが、次のページの“また、ＩＣＴ時代にある中で”の部分と次の段落の

“活用推進にむけて”の部分を入れ変えた方が良いと思います。課題としては、ファイリング

としての使い方での活用が最初だと思うので、紙媒体での活用という部分をまず記載して、そ

のうえで今後の課題として、ＩＣＴという違う利用のしやすさに向けて、というような順番に
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変えた方が良いと思います。 

よろしいでしょうか。次に、Enjoyパパ応援プロジェクト（出産～就学前）はいかがでしょう

か。 

【伴副会長】  最後の段落について、イベント企画の工夫やそれをもっと充実して欲しいと

いう内容だと思うのですが、地域の特性を活かしてというのは我孫子らしさをアピールすると

いうことで、もう一つは父親のニーズに即したということだと思います。そして最終的には父

と子が楽しんで参加できるようにとまとめて、そういう企画になるよう、更なる充実をお願い

します、という事かと思います。 

【箕輪会長】  よろしいでしょうか。次に、子ども虐待等防止対策地域協議会の運営につい

て、ご意見をお願いいたします。 

【箕輪会長】  こちらは、１段落目の “問題発覚後の速やかな対応により解決・終結できて

おり”というのと、２段落目の“実績に対する評価は数字だけでは困難でありますが”という

部分ですが、私たちは既に読んでいるのでどういう事か分かりますが、初めて読む方は分かり

にくいのではないでしょうか。また、少し矛盾する感じもするので、１段落目と２段落目の文

章の内容をまとめるなど、何が評価できているのかをより明確に描くと分かりやすくなるので

はないかと思いました。 

【事務局（山本主任）】  はい 

【箕輪会長】  よろしいでしょうか。次に、障害児相談支援事業について、ご意見をお願い

いたします。 

よろしいでしょうか。次に、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、ご

意見をお願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。次に、心の教室相談員の派遣

について、ご意見をお願いします。 

【伴副会長】  ２段落目の“保護者にとっても”で始まり、その後もまた保護者の記載が重

複しています。生徒だけでなく、保護者や教師も利用できるという事が言いたいのですから、

保護者については最初の文で一回切り、「また担任教師も」というようにして頂けたらと思いま

す。 

言い回しですが、「先生」や、「教師」のようにまちまちですので、統一して頂ければと思い

ます。下から４つ目の段落、「しかし」 で始まりますが、その前の内容に続いて、「そのため」

とつなげたらどうかと思います。全校配置は達成されているので、全校配置に満足せず、相談

員の人数を増やす、開室回数を増やす等、何を増やすのか何を増やすのか明確にした方が良い
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と思います。 

【箕輪会長】  よろしいでしょうか。次に、最後ですが、適応指導教室「ヤング手賀沼」の

運営についてご意見をお願いします。いかがでしょうか。 

【伴副会長】  すみません。３段落目の「しかし」のところは、「我孫子市の不登校施設が

「ヤング手賀沼」である」となっていますが、「ヤング手賀沼が我孫子市唯一の不登校対応施

設であるという認識が学校現場にあるものの、湖北駅からも遠い環境にあるため、小学生の通

級は少ない、ではなく、小学生の通級は現在ありませんでしたね。 

【事務局（山本主任）】  はい。ありませんでした。 

【伴副会長】  「ほとんどない」で良いのではないかと思います。立地が良くないというの

と建物の老朽化というマイナス評価はあるけれども、運営自体は適切だし、中はきれいに使わ

れているし、という評価の部分がありますので、どこを評価しどこを改善してもらいたいかを

分けて書くのが良いと思います。 

【箕輪会長】  今のお話の部分で、湖北駅からも遠いというところと、その後すぐに段落が

変わり建物の老朽化の話になり、その後また段落変わり立地の話になり、１文ずつ段落が変わ

っています。他のところもそうですが内容ごとに同じ段落にまとめていただきたいと思います。 

環境として、「駅から遠い」ことと「市内に一カ所しかない」というところはまとめ、次に「建

物の老朽化」を入れ、その後に、「行きたい、通いたいと思えるような施設」という条件を記

載するというようにまとめていただきたいと思います。また、1段落目と2段落目は繋いでしま

って良いと思います。 

よろしいでしょうか。それでは、資料１の鑑文についてもご意見をお願いします。 

【伴副会長】  ２段落目の計画の見直しについての記載ですが「計画の見直しを検討しまし

たが、見直しをしないこととしました。」とありますが、この会議で見直ししないことを決定

したわけでないので、「見直しが必要ないと考えました」が適切と思います。 

【事務局（中場補佐）】  はい。この後の議題で、中間年の見直しについては見直しを行わな

い考えである旨をご説明し、お諮りし、承認が得られたことを前提にこの一文を入れています。

けれども、確かに、副会長がおっしゃるように、この審議会の方で見直しをしないことを決定

しているわけではありません。この文面を入れるか入れないかについてはいかがでしょうか。 

【箕輪会長】  計画の見直しについて、この会議に諮り承認したということが、後から議事

録等にきちんと残っていれば、この鑑文の中には入れなくても良いものなのですか。 

【事務局（中場補佐）】  はい。審議会に諮って最終的な結論を出したという事が分かれば大
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丈夫です。 

【箕輪会長】  では、この部分は削除でよろしいでしょうか。大事なのは、評価と内容が報

告されることが大切なのかと思います。資料２の委員からの意見についても、皆さまからの意

見を頂いた方がよろしいですね。 

【事務局（山本主任）】  はい、お願いいたします。資料１の事業評価については市長に報告

するもので、資料２の委員からの意見は市長には報告せず、担当課に提出するものです。 

【箕輪会長】  資料２については、担当課の方にお渡しするものになります。ご意見や追加

して欲しい内容などがありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

【伴副会長】  先ほどのＪアラートの件は、「こども110番」の部分に追加して頂けるという

事でよろしいでしょうか。 

【事務局（山本主任）】  はい。 

【間弓委員】  こども110番のことで、基本的な知識不足で本当に申し訳ないのですが、110

番の家にご協力頂いている方はボランティアのような感じで、登録にかかる条件などはあるの

でしょうか。というのは、子どもたちの110番の家の利用の仕方について、どこまでお世話にな

ったらいいのかという疑問があります。親からすると、その程度のことでお世話になってしま

ったの、ということもあります。どこからどこまでの範囲の中でお世話になったら良いのか、

子どもたちの中で分かっていないというのがあります。また、子どもが来た時の対応マニュア

ルや対応の仕方のようなものは何か配布されているのでしょうか。Ｊアラートの件もそうです

が、もし子どもがわっとその家に押し寄せた場合に、ご協力頂いている家の方の対応はどうな

のか、素朴な疑問として感じました。 

【事務局（山本主任）】  事務局ではこども110番の家の登録条件や対応マニュアルの有無に

ついては把握していません。ただ、実際に小学生のお子様をもつ保護者の方がそのような心配

をしているといことは、他の市民の方への周知もできていないことになるかと思いますので、

担当課に確認して、どういう内容で利用できるの？という周知や対応マニュアルもあると安心

できるというご意見を追加しておきます。 

【間弓委員】  あとは、充実といっても、登録数を増やすということなのか、今登録して頂

いている家の質を上げるという事なのか、その辺りも知りたいところです。 

【事務局（山本主任）】  はい。 

【間弓委員】  よろしくお願いします。 

【増田委員】  中学校のＰＴＡをしていたのですが、こども110番の家は毎年見直しを行って
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います。学校から110番の家に登録されている方に対して、アンケート調査を行って、子ども達

の利用状況、設置についての問題点および継続についての意志確認をしています。やっていた

だく場合の1つの大きな条件として、必ず家に誰かがいることというのがあります。必ずと言っ

ても100％ではないのでしょうけれども、子どもたちが来て不在だと役に立たないので、おおむ

ね誰かが家にいるということが基準になっていました。それで、何をしたら良いか、ですが、

転んで怪我したから絆創膏をください、のど乾いたから水飲ましてくださいでも、そういうこ

とから何でもです。とにかく来てくれないことには、ということです。「え、行っていいの？」

ではなく、「何でも良いから利用したいな」と、そういった子どもが来るから、こども110番の

お家の方はそのつもりで対応してください。としていました。マニュアルはありませんでした

が、見直しの時に、不在が多いとなると、こども110番の札を返してもらうことになっていまし

た。 

【太田委員】  では、参考で。今おっしゃったように、「こども１１０番の家」設置に関する

ことついては、学校が校長・教頭が中心になって、教育委員会指導課からもらったアンケート

を毎年年度末に行っています。 

二十数年程前、私が一小にいた時に、そこの保護者が作成した、男の子と女の子のデザイン

が採用されたという経緯を覚えています。帰りにトイレを貸してくれというのが件数的には一

番多いです。ただ、それだけでも、今の世の中、他の家に行ってそういった関わりがほとんど

無い時代ですから、そういったことがあるというのは関わりが生まれるということで、大事な

のかなと認識しています。学校側としても、学区内のどこの地区に何軒あるというのを把握し

ておりますので、そこで、この地区は一軒もないからお願いしようだとか、そういったことを

通して学校との連携が生まれています。子どもが居ない、既に卒業したような家、高齢者の方

などもいるのですが、学校と110番の家との間で、こういうことをやっていますよ、ということ

での連携は間違いなく図れています。ですから、存在の意義だけでも大事なのかなと私は考え

ています。 

 【事務局（中場補佐）】  先ほどの間弓委員のご意見は、他の保護者の方も疑問に思う事だ

と思います。何でもいい、それがトイレでも、小さな怪我でも寄っていいんだよ、ということ

が分からないと、普及になりませんし、浸透もしていきませんので、間弓委員からのご意見は、

「委員からの意見」に載せていきたいと思います。 

【間弓委員】  よろしくお願いいたします。 

【箕輪会長】  よろしくお願いします。他の部分で、何かございますか。 
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【事務局（山本主任）】  事務局からですが、評価をまとめるに当たり、評価に入れるべきか、

意見に入れるべきか迷うものもありました。意見に記載されているものでも、これは評価に入

れるべきではないか、というのもありましたら、ご意見をお願いいたします。 

【箕輪会長】  「小中学生のためのいじめ・悩み相談ホットライン」の2番目の目の丸ポチ「悩

みが深刻すぎるとホットラインであっても相談できない、という子どももいるので、日常的に

学校の教員や保護者とも一層の連携を図っていただけたらと思います。」という一文は大事なご

指摘かと思うので、意見ではなく評価に入れて良いのではないかと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

【事務局（山本主任）】  はい。 

【伴副会長】  「心の教室相談員の派遣」の方は、評価にその文言が入っています。 

【増田委員】  似たような感じで評価と意見の両方に入っていますね。 

【伴副会長】  「心の教室相談員の派遣」の意見の方は、評価として同じ内容がすでに記載

されているので、省いて良いと思います。「小中学生のためのいじめ・悩み相談ホットライン」

の方を評価に入れるかどうかですね。 

【事務局（山本主任）】  悩みが深刻になりすぎると、直接的であっても、間接的であっても、

相談できなくなってしまう子どもがいるから、日常的に学校の教員や保護者との連携を、とい

うことですよね。 

【増田委員】  迷うのであれば、評価に入れてはどうでしょうか。 

【箕輪会長】  はい。では、入れるという事でよろしいでしょうか。他にはいかがですか。 

【太田委員】  では２つ。「幼稚園・保育園・小学校の連携の強化」の丸ポチ２つ目４行目か

ら５行目にかけての「また、発達センターからも園ごとにアドバイス的な意見を頂けたらと思

います。」という意見があるのですが、発達センターからは今までも色々な意見を学校に対して

いただいています。園ごとにアドバイスというのが、どのようなイメージなのか良く分からな

いのですが。個々の子どもに対して、この子はこういう発達特性があるので学校ではこの部分

を慎重にやられてはどうですか等のアドバイスならば分かるのですが。園ごとにというのはど

うなのでしょうか。 

【事務局（山本主任）】  委員からの意見をそのままの形で掲載していまして、本日出席して

いれば意見を伺う事が出来たのですが。 

【事務局（中場補佐）】  事務局としては、事業評価は市長と所管課へ報告しますので審議会

の意見としてまとめていますが、各委員から個人的に出されたご意見については所管課のみに、
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ご一考下さいという形で報告したいと考えています。また、委員個人から出されたご意見は、

ほぼ提出していただいたままの形で掲載しています。太田委員がご質問された「ご意見」につ

いては出された方に確認し、分かりやすくしてから報告することでいかがでしょうか。 

【太田委員】  すごく私が感じていることは、学校現場にいた時も、学校教育課にいた時も、

発達センターの役割というのは非常に大きいということです。というのも、特別支援的な部分

を、表に出したくない、という保護者がとても多いです。小学校に入ったら普通に生活させた

い、という。ところが、学校側としては本当のことを知りたい。例えば、園に養護教諭や教頭

が訪ねたりしてもある程度は教えてもらえるが、そこを、発達センターに行けばもっと詳しい

ことを知っているわけです。例えば３歳児健診の時はこうでしたなど、上手く聞けることもあ

ります。そこを、「園ごとに」と書いてしまうと、親御さんが表に出したくないことを理解して、

信頼関係が成り立っているのに、発達センターの基盤が揺らいでしまうというか、基本的には

保護者を守りますよというスタンスですから、園ごとにということですと、園にも迷惑かかる

気がしてしまい、質問させて頂きました。 

【箕輪会長】  委員からの意見というのは、担当課に投げて、その中で次に活かせるものは

活かす、ということは担当課で行っているのですよね。 

【事務局（山本主任）】  はい。 

【箕輪会長】  そうすると、例えば、この意見に対して、今太田委員から出た意見等も、こ

の意見に対してこの意見があった等というように載せていただくと、こちらの会議で出した意

見というようになるかと思います。もちろん、この意見を出して下さった方の意図を聞かない

とわからない部分はありますが、少し加えて頂けると良いのかなと思います。 

【事務局（山本主任）】  はい。 

【箕輪会長】  他にいかがでしょうか。 

よろしいですか。皆さまからいただいた意見について、事務局にて追加修正をお願いいたし

ます。修正後の最終的な確認は、私と副会長に一任していただきたいと思います。 

次に、議題２「子ども・子育て支援事業計画 中間年の見直しの経過報告」について、事務局

からお願いします。 

【事務局（中場補佐）】  子ども・子育て支援事業計画は、国から指定されている事業です。

第２回会議でも、計画を見直す予定はない、という報告をしておりましたが、やはり、計画を

変更しなければならない基準には至っておりませんので、 

計画の変更は行わないこととしたいと思います。ご意見をお願いいたします。 
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【箕輪会長】  それでは皆さま、ご意見をお願いしたいと思いますが、その前に 一点質問

です。計画を変更しなければならないほどの基準に至っていないという判断は事務局の方でど

のようにされたか、分かる範囲で結構ですので、教えていただけますか。 

【事務局（中場補佐）】  見直しに当たっての基準は、国から県を通じて示されていまして、

大きくは最新の人口動向と照らし合わせ、当初の数値と、10％以上の乖離があった場合には見

直すというようになっています。 

【事務局（山本主任）】  子ども総合計画でいうと49ページに子ども・子育て支援事業の一覧

があります。こちらは、平成25年度に実施したニーズ調査を基に立てた目標値です。今回は中

間年の見直しという事で、今説明があったとおり、国の方から基準が示されているのですが、

その中の考え方として、特に保育園の整備について、先日安倍総理が示した子育て安心プラン

があります。これは、働く要望を持つ方が働けるように、遅くても平成32年度までに国全体の

待機児童を0にするように、今までのものをより推進する考え方を示したものです。そこに合わ

せるように、現行の計画の量見込みと、新しい考え方に基づいた量見込みとが10％以上の乖離

がある場合については、見直しを行いなさいよ。保育園以外の事業については、その部分と照

らし合わせてこの機会に見直しましょうというものでした。我孫子市の場合は、現在も待機児

童0を維持しており、充実してやっていますので、そこまでの乖離には至らなかったということ

です。 

【星課長】  補足させていただくと、その子育て安心プランは、母親、女性の就労のＭ字カ

ーブの解消という考えも入っています。一回離職した人がそのまま就労を継続できるように、

そこの部分を 保育園として、足りているのか足りていないのかを再度見直してくれといった

ところで、国は就労のニーズとしては、就学前児童の約半分であろうという見込みを立ててい

ます。その中で、我孫子市の事業計画としては48％、約50％弱を見込んでこれまでも計画を立

てています。おかげさまで、今年度も天王台地区に70名定員２園整備をしました。今後５年間

に置いては、先ほどの説明にあったように10％以上のかい離はなく、数としては少し多いくら

いで余裕も設けているため、今後も待機児童は出ないであろうと見込んでいます。 

【箕輪会長】  皆様よろしいでしょうか。それでは次の議題に移ります。議題３「次期我孫

子市子ども総合計画の策定等について」事務局より説明をお願いします。 

【事務局（中場補佐）】  現在の我孫子市子ども総合計画は平成27年度からスタートして平

成31年度までの期間となっていますので、平成32年度～平成37年度を期間とする次期子ども総

合計画を策定する必要があります。来年度から策定に係る作業が始まるために、現在、子ども
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支援課では策定作業に係る費用の予算要求をしているところです。平成30年度は、現計画の振

り返りと、計画を策定するための子育て世帯向けニーズ調査を実施します。平成31年度はニー

ズ調査の結果を基に計画を策定していくことになります。これらの作業は、子ども総合計画の

142ページに掲載されている「我孫子市子ども総合計画推進本部会議設置要綱」に基づく庁内

の組織で議論や調整を行い、そして子ども・子育て会議に都度お諮りし、庁内の組織の考え方

とこちらの審議会の考え方とをキャッチボールするような形で進めていきます。そのため、平

成30年度の子ども・子育て会議は、計画策定に係る作業と、通常どおり事業の進行管理とを二

つの作業を行うことになり、５回程度の会議を予定しています。具体的な国の指針などは現在

示されていないのですが、国の動向を見ながら、敏感に動きはじめることができればと考えて

おります。具体的な計画策定スケジュールは、来年度の会議でお示ししていきたいと思ってい

ます。また来年度の会議日程については、改めてメールにて調整させて頂きたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

【箕輪会長】  質問などございますか。よろしいでしょうか。では次の議題に移ります。議

題４、我孫子市子ども発達支援計画案についてです。子ども相談課から説明をお願いします。 

【増田補佐】  まず「我孫子市子ども発達支援計画（概要）、第一期障害児福祉計画、ライフ

ステージに応じた一貫した支援をめざして」としてという資料をご覧ください。 

 現在、子ども相談課、こども発達センター、教育委員会の教育研究所で、平成30年度スター

トの、我孫子市こども発達支援計画の策定作業を進めているところですが、どのようなものを

策定しているか、その概要について説明させていただきます。 

 まず、計画策定に当たってですが、我孫子市子ども発達支援計画とは、発達に支援が必要な

子どもの支援体制やサービスの必要量を、市の実情に踏まえて策定しているものです。 

 計画策定の背景について、我孫子市では、もともと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を目的に、既に平成２７年度スタートしている「我孫子市

子ども発達支援計画」を策定しました。このときの計画は、子ども総合計画の部門別計画とし

て策定し、こども発達センターの増築をするための整備計画をあわせ持ったものです。それを、

本年度大幅に見直しを行う予定でしたが、平成30年４月１日施行で児童福祉法の改正があり、

市町村は厚生労働大臣の定める障害児の通所支援、障害児相談支援の提供体制の整備や、円滑

な実施を確保するための基本的な指針に則した、障害児福祉計画の策定が義務づけられること

になりました。そのため、第一期障害児福祉計画の内容をあわせ持った、我孫子市子ども発達

支援計画を現在、策定しております。 
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計画には、児童通所支援、障害児相談支援の提供体制の確保にかかる目標に関する事項や、

支援の種類ごとの必要な量の見込みを掲載しています。また、平成28年６月３日施行の児童福

祉法の一部改正の中で、重症心身障害児及び医療的ケア児の支援の拡充と、放課後デイサービ

ス等の障害児通所支援サービスの質の確保を図る内容も組み込んでいます。さらに、今回の策

定している大きな特徴としましては、事務局に教育委員会の教育研究所が入り、教育支援の充

実を目標にし、計画に盛り込んでいます。 

 ２ページをご覧ください。計画の期間は、現在の我孫子市子ども発達支援計画の残りの期間

を引き継ぐのでなく、障害福祉支援課で別途策定している障害者福祉計画の期間と合わせて、

平成30年度から平成32年度となっております。 

 ３ページです。繰り返しとなりますが、基本理念は、「全ての子どもが健やかに成長し安心し

て育つことのできるために、ライフステージに応じた一貫した支援をめざしていきます。」とし

ております。 

 ４ページです。計画の対象を、０歳から18歳までの発達の支援が必要な子どもとその保護者

たち、診断のつかないグレーゾーンの子どもも対象としております。 

 ５ページ、計画の基本方針です。こちらが一番大事なページになりますので、読ませていた

だきます。基本理念の内容を実現するために、以下の４つを基本姿勢としています。１、子ど

ものライフステージに応じた一貫した療育、教育支援。子どもが健やかに成長し、安心して育

ち、自立していけるように、子どもにかかわる全ての関係機関が連携し、切れ目のない一貫し

た支援体制を確立していきます。２、子どもの将来と自立に向けた発達支援、社会に進出でき

る子どもを育てるために、支援内容の充実に加え、各関係機関での情報共有やライフステージ

の移行支援を強化していきます。３、家族を含めたトータルな支援。家族の機能を高めること

で、保護者が主体的に子育てできる環境を守ります。４、子どもと家族にとって、身近な地域

における支援。保護者や子どもにとって、住みなれた地域で、情報、相談、配慮を受けられる

ような支援体制の充実を図りますということを、基本方針としております。 

 ６ページの図については、前の計画にもありましたが、今回変わったところについては、学

齢児の学童保育室、あびっ子クラブを追加したことと、下のほうに、児童通所支援事業所と、

相談支援事業所をつけ足しております。 

 ７ページ、基本目標と施策。基本理念に基づき、３つの施策を行うに当たり、事業数値目標

を入れております。（１）早期発見の促進では、早期につながるための連携強化を図り、相談支

援を充実させていきます。８ページ、（２）療育支援の拡充では、児童通所支援事業において、
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質の高い専門的な療育支援を実施していきます。児童発達支援センターであるこども発達セン

ターに加え、民間の児童通所支援事業所とともに、療育支援体制の充実を図っていきます。 

 10ページ（３）家族支援の充実では、保護者の気づきを促すこと、障害や発達特性の理解促

進のための保護者支援を行うための、相談支援の充実を行っていきます。 

 続いて、11ページ、（４）地域支援の構築では、発達に支援が必要な子どもが健やかに育つた

めに、子どもの状況に合わせた配慮や環境整備を行えるよう、地域支援の体制を確立していき

ます。 

 12ページ、教育支援の充実。子どもたち一人一人の心と体の発達に応じた教育を推進するた

め、特別支援教育を推進し、支援体制の充実を目指していきます。 

 概要の説明は以上となりますけれども、ただいま、子ども相談課とこども発達センターと教

育研究所で、急ピッチで計画策定を進めているところです。来年の１月４日から２月５日で、

我孫子市こども発達支援計画（案）の、パブリックコメントを行います。委員の皆様には、計

画案が出来上がり次第お送りいたしますので、ご意見を頂戴いただければと考えています。よ

ろしくお願いします。 

【箕輪会長】  それでは、パブリックコメントの前に私たちのほうにお送りいただけるとい

うことですので、そのようにしていただければと思います。 

【山﨑部長】  もともと、国のほうの法律が変わって、市町村で障害者の計画自体を立てる

ということになりました。よその市では、子どもも大人も一緒の障害者の計画という形が多い

かと思うのですが、我孫子市の場合は、先ほど増田補佐のほうからありましたように、この前

倒しになるこども発達センターを運営するための「我孫子市子ども発達支援計画」というもの

がありました。そこで、それを基盤に、障害児支援施設等も含めて市全体で障害をもつ子ども

たちを、育てていきたいという計画に持っていこうということと、あとは、障害者というだけ

ではなく、グレーゾーンの子どもたちも巻き込んでの計画にしていきたいということで、子ど

もに特化したこの計画の策定を進めているところです。 

事前に皆様には、でき上がった案をご提示させていただきますので、その際はご意見をいた

だければと考えています。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。皆様、よろしいでしょうか。 

 では、次の議題に移ります。議題５、保育園の利用定員についてです。保育課から説明をお

願いします。 

【星課長】  はい。保育園の利用定員、認可定員について、ご意見をいただければと思って
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おります。 

 まず、１番目、子ども・子育て支援新制度における認可定員と利用定員の違いについて、再

度ご説明させていただきます。まず、認可定員とは、「特定教育・保育施設及び、特定地域型保

育事業の設置に当たって、適正な手続きを経て認可された定員」です。「特定教育保育施設」は、

認定こども園、幼稚園、保育園が新制度に入ってくれば特定教育保育施設となります。「特定地

域型保育事業」は、小規模保育事業、家庭的保育事業などの事業が、特定地域型保育事業にな

ります。特定教育保育施設の認可は千葉県が行い、特定地域型保育事業の認可は我孫子市が行

いますが、この様な適正な手続きを経て認可された定員が認可定員となります。 

 利用定員は、「子ども・子育て支援法第27条第１項の、市町村の確認において定め、給付費（委

託費）の単価水準を決めるもの」となっています。こちらは、私立保育園、認定こども園、小

規模保育事業所に対して、児童一人当たりの給付、運営費の補助と考えていただければ良いの

ですが、その単価水準を定めるものとなっております。 

 基本的には、利用定員と認可定員がイコールになるものなのですが、今年度４月にオープン

した70名定員の保育園のように、新たに保育園を開園したときに定員がいっぱいにならないな

どの状況があった場合には、利用定員を、入園見込み児童数に変更させていただいて、認可事

業定員とイコールにならないといったこともございます。そういったことを踏まえ、この子ど

も・子育て会議の委員の皆さんに意見をいただくといった手続きの１つになっています。 

 ２番目として、利用定員、その単価を決める利用定員を設定するための必要な手続きという

ことで、まず１点目として、我孫子市子ども・子育て会議からの意見聴取ということで、「子ど

も・子育て支援法第33条第２項に規定する特定教育施設の利用定員を定めようとするときは、

あらかじめ我孫子市子ども・子育て会議の意見を聞かなければならない」とされております。

その意見を受けて、２点目として、年に１回、この園に関しての利用定員は何名ということで、

千葉県知事と協議をするといった流れになっております。 

 ３番目、４番目については、利用定員の設定における考え方を示させていただいております

ので、こちらは後で一読していただければと思います。 

 具体的に。２ページをご覧ください。５番目として、平成29年開園保育園の利用定員の変更

について、まず１点目のご意見をいただければと思います。今年の４月１日に、天王台地区に、

「ミルキーホーム天王台園」と「天王台ななほ保育園」、認可定員70名の２園を開設させていた

だきました。その中で、昨年度利用定員を、それぞれ50名ということでご意見をいただいて、

50名の利用定員といった形で今年度は進めております。ただ、既に来年の４月の入園状況、１
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回締めさせていただきましたが、この２園とも、既にもう来年は70名の認可定員に至るといっ

たことになりますので、平成30年の４月１日からは、本来の認可定員イコール利用定員といっ

た形に戻させていただくといったところで考えております。 

 次に２点目として、新たに平成30年４月に開園の保育園、それと、認定こども園に移行する

園がございます。そちらの認可定員、利用定員についてのご意見をいただければと思っており

ます。その中で、参考ということで４ページをご覧ください。今度新たに、幼保連携型認定こ

ども園というものと、幼稚園型認定こども園という、この２つの種類の認定こども園が新たに

４月からスタートします。 

 幼保連携型認定こども園とは、幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つタイ

プの施設です。今までの制度でご説明したほうがわかりやすいのですが、まず、幼稚園の認可

基準と保育園の認可基準、両方を兼ね備えたものが、幼保連携型認定こども園といった認識で

見ていただければと思います。実際は、新制度になって幼保連携型認定こども園の手続きとし

ては、それぞれ、保育園認可、幼稚園認可をとっていたものを一回取り下げて、新たに一本で、

幼保連携型認定こども園の認可をとり直すような事務手続きになります。それぞれ、幼稚園機

能、保育所機能、両方とも認可基準に合った施設であるといった認識でいただければと思いま

す。 

 次に、幼稚園型認定こども園というものもございます。こちらは、認可幼稚園が保育所的な

機能を備える施設。または、認可幼稚園と認可外保育施設が連携する施設といったことで、そ

もそも幼稚園の認可をとっている、その幼稚園が、一部保育所機能を整えて、認定こども園と

なるといった施設です。ただ、残念なことに、保育所の認可をとる基準までは兼ね備えていな

いといった部分がございます。施設的には保育園の認可基準は満たしているものの、先生が、

一部保育園の資格を持っていなくても大丈夫といった部分がございます。幼稚園型認定こども

園については、幼稚園認可しか持っていないといった施設ということの認識をしていただけれ

ばと思います。ただ、いろいろ保育所指針とか、認定こども園の指針に準じて運営はやってい

ただく形になりますので、無認可とはいえ、ほぼ認可に近いような当然運営はやっていただく

といったご理解をしていただければと思います。 

 具体的に、30年４月開園の、まず保育園、根戸保育園がございます。こちらは今年度までは

公立保育園として、60名定員で運営しております。こちらは来年の４月から、社会福祉法人は

まなす福祉会という、法人に、公立から民間へ移管するといった形になります。新たに保育園

を建てるというわけではなくて、公立から私立になることによって、公立の保育園の認可を一
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回取り下げて、私立として認可をとり直すといった手続きになっております。こちらの認可定

員と利用定員ですが、現在の公立では60名ですが、ここ３年間の根戸保育園の入園の割合が、

定員の弾力化ということで、ほぼ80名から90名入っている状況になっております。そういった

ことから、千葉県の子ども・子育て会議のほうからも、恒常的に定員が超えているといったご

指摘もありまして、この民営化に関するタイミングで80名といった形で認可定員と利用定員を

変更させていただきます。具体的には０から５まで、その表のとおり、県と協議を進めており

ます。 

 続きまして、３ページをごらんください。次に、「幼保連携型認定こども園 白鳳保育園」で

す。中峠台に、今現在保育園としてある白鳳保育園が、平成30年度からは幼保連携型認定こど

も園になるということで、今、協議を進めております。具体的には、どういった効果があるの

かというと、保育園は今まで、保育を必要とする理由がない限りは保育園を利用できないとい

う、最大のデメリットの部分がありましたが、認定こども園になることによって、例えば、１

号認定が幼稚園機能の部分で、幼稚園として見ていただければ結構ですが、３歳、４歳、５歳

で７名の枠を設けさせていただいております。これは、大体３歳以上の子が、保育を必要とし

なくなった場合でも、保育園をやめなくて済むといった、今までの枠の部分を、一応、認可定

員、利用定員といった形で定めさせていただいております。２号、３号に関しましては、来年

度の入園の見込み数といった形で定員を設定させていただいています。今まで、認可定員、100

名といったところで、おおむね保育ニーズで100名に、今なってきているところですが、例年そ

ういった、幼稚園ニーズに変わって保育園をやめていかれる方がいらっしゃるということで、

100名のうち７名分を、幼稚園機能として定めさせていただいております。 

 次に、「幼保連携型認定こども園 恵愛こども園」です。こちらは、湖北台地区に、恵愛保育

園という、今現在保育園があります。そちらもやはり毎年、５名程度、保育を必要とする理由

がなくなってしまうといった保護者がいらっしゃるので、各年齢５名ずつの１５名という形で、

幼稚園の枠を設けさせていただいております。定員として、実際には150名の認可保育園となっ

ているのですが、ここ３年間の湖北台地区の子どもの数としては、劇的に減ってしまっている

といった状況があります。そこで、今の子どもの入っているニーズに対する定員ということで、

15名減の135名と設定させていただきました。待機児童が危惧されることはない予定ですが、も

し保育ニーズがまた上がることがあれば、もともと150名定員の施設ですので、この会議にお諮

りして、利用定員を上げるという見直しも可能かと思います。 

 次、「幼稚園型認定こども園 ひかり幼稚園」です。今現在、我孫子地区にひかり幼稚園とい
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う幼稚園がございます。昭和30年に幼稚園認可をもらっていて、認可定員は370名です。こちら

は、幼稚園認可は取り消しませんので、認可定員は370名のままです。ただし、今現在の幼稚園

事業のニーズ量を、利用定員として設定させていただきます。現在２号で幼稚園に今現在入っ

ている方の中で、保育を必要とする条件の方々が何名ぐらいいるのかといったニーズ量を幼稚

園で確認し、おおむね各学年９名、合計27名ということで、２号の枠を設けています。１号、

２号の合計で192名の利用定員を設定しているのですが、１号、２号の割合が変わったときは、

また再度、子ども・子育て会議で意見をいただきながら、内訳はいつでも変えられるような形

に、設定させていただいております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。次は、「幼稚園型認定こども園 湖北台幼稚園」と「認

定こども園 つくし野幼稚園」です。こちらは、湖北台幼稚園、つくしの幼稚園、ひかり幼稚

園、この３つは、光グループといって、学校法人光学園という同じ法人が運営している幼稚園

です。それぞれ、幼稚園認可日が違うのですが、ひかり幼稚園と同じ幼稚園型です。定員が湖

北台は270名、つくし野は定員300名、利用定員は145名、165名と、来年の４月１日の入園見込

み児童数と、保育を必要とする２号の割合をそれぞれ内訳として、利用定員を設定させていた

だいております。少し特徴的なのは、つくしの幼稚園ですが、５歳児が２号の利用定員が10名

となっています。これはどういうことか、保育課から園に確認したところ、ニーズとして、「小

学校上がったら、働こうかな」という保護者の考え方が結構多く、認定こども園になるのであ

れば、年長のときから就労に切り替えたいといった保護者のニーズがあったようです。そこで、

５歳児だけは10名と、ニーズに合わせたような利用定員に設定をしたわけです。いずれも、145

名、165名の中で、１号、２号に関して、大きく利用定員の内訳が変わるようであれば、また来

年度以降ご意見をいただきながら変えていければと思っております。 

 以上、今年度オープンした２園と、来年度開園する予定の６園についての利用定員について、

ご意見をいただければと思います。 

【箕輪会長】  ありがとうございます。保育園利用定員、認可定員について、ご質問など、

お願いいたします。 

【太田委員】  すこしよろしいですか、わからないので教えほしいのですが、園によって１

号の幼稚園的機能と、２号の保育的機能の人数の比重のバランスがあると思うのですが、それ

は枠として親の就労という部分での枠でしょうか。同じ保育園に、同じ幼稚園に入っても、子

ども自身が１号と２号ということで、実際受ける保育や教育の内容に差があるのでしょうか。 

【星課長】  まず考え方として、我孫子の場合、待機児童がいないということで、私立保育
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園、幼稚園もそうですが、親のニーズに合った園を選べるといった形になっています。先ほど

説明したとおり、保育園の場合は、保育を必要とする就労の条件で入園したけれど、途中で働

かない。働かないで済むようになった。といった家庭については、今まではやめていただくこ

とになっていました。年に１回保育課でも、本当に保育を必要としているかどうかの確認する

のですが、その中で大体、各学年２～３人ぐらいは、保育園の入園基準を満たしていない方が

いらっしゃるという現状があります。そこで、幼稚園の枠というものを設けることによって、

その園が好きで入った方がやめなくて済む。そこが最大の、保育所から認定こども園になるメ

リットの部分です。 

 もともと計画上は、もう１号は足りています。なので、保育園がわざわざ１号をやる必要が

あるのかというところがあるのですが、そもそも保育園のほうは、幼稚園機能部分の定員が少

ないので、あまり募集をかけていないのです。今いる人がやめなくてすむようなニーズ量に、

そういう意味で押さえています。 

 逆に今度幼稚園のほうでは、幼稚園は、既に夏休みも含めて預かり保育というのを各幼稚園

実施していただいております。その中で、保育園的な入園基準を満たす人、就労している人に

対しては、その延長預かり料の２分の１を市の単独事業として補助、今、出しているような状

況があります。この光グループに関しても、幼稚園が好きで入った保護者の方々の中にも、条

件としては保育園を使える人がいますので、その方たちのニーズの分を２号、保育園機能の部

分に入っていただくということで、保育園に入園しても同じようなサービスを受けられるよう

な形になります。 

子どもの生活としては、１号、２号ばらばらになりますが、１号、２号と名札つけているわ

けではないので、教育、保育は当然一緒に受けられる、クラスも別々にするわけでもないです

し、それは幼稚園のほうも同じです。生活スタイルとしては、今までの幼稚園の中で、２号と

いった枠が書類上できたような認識でいていただければと思います。 

【太田委員】  わかりました。 

【箕輪会長】  ほかに、ご質問などありますでしょうか。 

 議題６、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。 

【森次長】  子ども支援課からは、放課後対策事業について報告させていただきます。今年

度の提案型公共サービス民営化制度の募集をしまして、２事業者からの応募がありました。10

月13日に審査会が行われ、２事業者が決定されました。１者は、現在第四小学校の学童保育室

及びあびっこクラブを委託しています株式会社アンフィニとなります。こちらは、提案型によ
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る３年間の契約が今年度いっぱいで終わりになります。そこで、次年度からの再提案という形

で提案されています。 

 提案内容ですが、現在の延長保育、長期休暇中のお弁当の注文、父母会の運営の支援等に加

えて、新たに土曜日に自主学習時間を確保して、学習の見守りをしましょうというサタデース

クールやサッカー教室などの特別教室の充実などが提案されました。審査委員の方々からは、

これらの提案に対する評価とともに、現在の利用者を対象にしたアンケート結果からも、保護

者との信頼関係が築かれている点等３年間の実績も高く評価されました。 

 また、委託費用の面のみならず、事業者が変わることで児童と保護者の不安を募ってしまい、

関係者の信頼関係の構築もゼロからのスタートになってしまうことから市民の利益を最優先に

考えるべきというような意見もあり、この提案は採択されました。これによって、平成30年度

も、引き続き現在の株式会社アンフィニが、事業を継続することとなりました。 

 もう１者は、今年度、根戸小学校で学童保育室及びあびっ子の委託を受け、次年度、第三小

学校でも委託を受けることになっている、株式会社シダックス大新東ヒューマンサービスです。

こちらからは、新たに第二小学校と新木小学校、２校での民間委託の提案がありました。この

提案では、現在根戸小でも行われている、延長保育の実施、お弁当の手配などを二小と新木小

でも実施していくということと、全国的規模で展開している事業所であり、運営の実績がある

こと、職員の人材育成や、長期休暇中の人員確保、特に夏休みの人員確保が組織的にバックア

ップされていて、サービスが安定的に提供できるということが評価されて採択されています。 

 二小と新木小の民間への移行時期ですが、平成30年度は三小が移行しますので、決定ではあ

りませんが、平成31年度からの移行を予定しています。 

 もう１つ、前回、あびっ子クラブ登録料についてアンケート調査をしていますというご報告

をさせていただきましたが、6,561人の児童に配付して、3,063名の保護者から回答をいただき

ました。回答率は46.7パーセントです。結果は、妥当と思う登録料について、1,000円というの

が36.7パーセント、次いで多いのが、現在の金額の500円、これが34.1パーセント、３位が3,000

円の8.2パーセントでした。今後このアンケート結果をさらに分析し、放課後対策運営委員会で

検討して、平成31年度からの登録料を決定していく予定です。 

 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。質問など、ございますか。 

【太田委員】  １点よろしいですか。 

【箕輪会長】  はい。 
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【太田委員】  学童保育室は、この先、小学校13校全部を民間に委託していく方向ですか。 

【森次長】  民間からの提案で、これはいいですねというものがあったら徐々に、という形

で考えてはいますが、市として、全部を民間委託という方針は出していないです。ただ、民間

委託によってのメリットが大きいと判断した場合には、そちらのほうに移行していくというこ

とは、今後もあります。 

【伴副会長】  先ほどの子ども発達支援計画の中に、学童保育室とあびっ子クラブが位置づ

けられました、という話がありましたが、民間委託になったから対象にならないということは

ないのですか。 

【森次長】  それはないです。以前から民間委託している四小とか根戸小においても、心理

相談員が相談に応じてサポートするなどは現在も行っています。もちろん、こども発達センタ

ーとも連携をとっておりますので、民間委託しても、外れてしまうということはないです。 

【伴副会長】  わかりました。 

【間弓委員】  学童保育ですけれども、今、菜の花保育園などで保育園の利用ができる制度

がありますよね。どれぐらいの方が利用されたのでしょうか。 

【森次長】  菜の花保育園は、１名です。もうひとつ、めばえ幼稚園が、今、１３名です。

最大でも１５名までしか受けられないという状況です。 

【間弓委員】  来年度など、上限は増えたりするのでしょうか。 

【森次長】  それ以上は、増やせないということです。 

【間弓委員】  わかりました。今後何か、そういった認定の幼稚園や保育園で、学童のよう

な預かりをやろうというところはあるのですか。 

【森次長】  白ばら幼稚園でも実施しています。しかし、白ばら幼稚園も利用者は、１名か

２名です。四小区域では、今後新しくマンションが建ったり、住宅が建ったりという動きがあ

りますので、現在の四小の学童保育室ではいっぱいになってしまうことも予測されますので、

体制が整ったら受け入れてもらえるように、他の園にも声をかけているところです。 

【箕輪会長】  よろしいでしょうか。次に、保育課からお願いします。 

【星課長】  はい。保育課のほうから、重点項目になっているＥｎｊｏｙパパプロジェクト

について、前回から引き続き報告させていただきます。 

 「めざせ！！Ｊリーガー」について、前回報告したとおり、今回は、初めてのラグビー体験

というものを、29年10月28日に、ＮＥＣのグリーンロケッツ・ホームグラウンドにおいて開催

しました。募集人数は、100組の200人程度。グラウンドが大きいのでかなり募集をかけたので
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すが、実績としては35組、お子様が41人でした。ただ、プロの方と一緒にラグビーを楽しんで、

かなり満足といった感想はいただいております。しかも、グリーンロケッツの選手に６人参加

していただいたのですが、その中のお一人が我孫子市民で、お子様も保育園に通っているとの

ことで、保護者としても参加していただきました。かなり楽しんでいただけた事業となりまし

た。また12月16日には「たんさいぼう遊び歌ライブ」、年明け１月20日には「お父さんのクッキ

ング」と、あと２つの事業を予定しております。 

 あともう１つ、幼保小連携の関係ですが、今までは保育園、幼稚園から小学校に行く方が、

小学校との連携を園ごとにやっていたのですが、そうすると、小学校の先生がかなりいろんな

園との連携が出てきて、課題となっていました。そこで、新たに今年度の試みとして、今年度

は地区ごとに、保育園、幼稚園がその地区ごとにブースを設けて、そこに学校の先生に来てい

ただいて、いろんな園と連携、簡単に話を聞けるような形で、開催するという予定をしており

ます。予定では、１月10日から１月12日、３日間の期間を設けて実施することになっています。

ただ、個別の重たい引き継ぎの部分は、個々に出てくるとは思うのですが、小学校の先生の引

き継ぎの負担も軽減できるような形で、改正する予定です。 

 保育課からは、以上です。 

【箕輪会長】 ご質問、いかがでしょうか。 

 次に、子ども相談課からお願いします。 

【増田補佐】  子ども相談課では、虐待受付対応件数を、報告させていただきます。10月末

の時点になってしまいますけれども、96件となっておりまして、前回報告した８月末の時点か

ら30件増えています。 

 虐待種別では、心理的虐待が52件、身体的虐待が27件、ネグレクトが16件、性的虐待が２件

となっており、心理的虐待が全体の53.1パーセントを占めております。また、市から柏児童相

談所への送致という形で行っている一時保護の件数は、今年度は７件という形になっておりま

す。 

 以上です。 

【箕輪会長】  それでは、質問などをお願いいたします。 

【太田委員】  ちょっとよろしいですか。 

【箕輪会長】  はい。 

【太田委員】  心理的虐待が52件ということですが、心理的な虐待って難しいわけですよね。

例えば、親からたたかれたから教頭先生にその子の背中を写真撮っておいてと言って、男の子
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だったのですが、上半身を脱いでもらって、一応親が何と言おうとあざが残っているから証拠

になるのです。この様な場合は、明らかに見た目でわかるのですが、心理的虐待というのは、

実際に、どの程度のことを数値として捉えているのでしょうか。 

【増田補佐】  心理的な虐待というのは、子どもの面前で行われる、夫婦げんかとか、父か

ら母へ対するＤＶとかも含まれ、大体、警察からの通報で分かります。全国的にも、心理的虐

待が大きく占めている形になっております。。 

【太田委員】  子どもの側からの訴えということなのか、虐待と捉えたときに、そのところ

は、どういうふうな対応になるのですか。 

【増田補佐】   心理的虐待は、おどかしや無視も入るので、子どもからの通報もありまし

た。中学生ぐらいになってくると、訴えることもできますので、あるときは、お母さんから子

どもに対して、ＤＶやおどかしもあるという形で、訴えてくることもあります。 

対応は、社会福祉課のＤＶの担当と共有して、進めています。 

【太田委員】   虐待が出た時は、例えば学校の校長先生なら、事実をもって、勇気を持っ

て、親にどんなことを言われても、「子どもを守るのです」と、「申しわけないけども、我々は

ね、子どもの立場なのです」という対応をしています。それでもやはり、親には後々まですご

く言われますし、担任や、関わったことばの教室、心の相談室の先生方は数年間嫌な思いをす

るかもしれないです。けれども、私たちは子どもの側に立って、通告させてもらいますという

ことです。でも子どもは、「私が悪いから。」と思ってしまう。例えば、夫婦げんか、両親がす

ごいけんかして、怒られたとき、バーンって親父がやったとしても、子どもは「私のことで夫

婦げんかしているのだから、私がいけないのだ。」とか、思いがちなのです。そういう部分で、

８月末から10月末で虐待件数が30件増えている、またその中でも、種別では心理的虐待という

のが、半数以上ということで、感想としては、私も、非常に、重く感じています。 

【増田補佐】  子ども相談課としては、そのような目で対応させていただきます。 

【山﨑部長】  直接子どもからというよりも、やはり、先ほど申しましたとおり、警察だと

か、あと学校からだとか、いろいろなところから情報は寄せられます。子ども相談課で受けた

ときは、すぐに、例えばその子が小学生だったら、学校のほうと調整して、学校の先生にだっ

たら子どもも結構何でもお話しするから、そこを介して状況を確認したり、ということから進

めていって、とても根が深いというときは、子ども相談課が前面に出ていってフォローしてい

くというスタンスで、各方面と連携し、早急な対応はとっているところです。 

 ただ、なかなか見えにくい部分なので、対応にも苦慮する部分はあります。暴力など見える
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ものでしたら、すぐに相談課が直行したり、お母さんにも、すぐ「こういう事実があるんでし

ょう」ということは言えたりするのですが、心理的なものになると、子どもの内面的なものが

作用するので、そこをよくわかっている学校の先生とかに協力をお願いして、対応していくと

いう形になると思います。とにかく早く対応するということは、心がけているところです。 

【箕輪会長】  その点で、例えば支援の必要なお子さんに対してということも、かなり多い

と思いますが、発達センターやそのような関連機関との連携等もいろいろ行われていると考え

てよろしいですか。 

【山﨑部長】  発達センター自体が、組織的に子ども相談課の中に設置されているので、ほ

んとに密な連携の中で進められているところです。 

【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、こども発達センターから、お願いします。 

【渡辺こども発達センター副所長】  こども発達センターからは、年２回、地域支援、保護

者支援を兼ねまして、保護者学習会と、職員の資質の向上を図るために職員研修を行っていま

す。今回は２回目の研修会がありましたので報告します。11月29日水曜日、午前中は保護者学

習会、午後は職員学習会を行いました。 

 広報にも載せまして、一般の方にも参加できますということをお知らせしました。講師の先

生は千葉東病院の歯科医長の大塚義顕さんに講義を依頼いたしました。講義の内容が、「おいし

く楽しく食べるために～食具の進め方、食事内容、偏食への付き合い方～」です。食べ物の形

態と見きわめ方、食器、食具の見分け方と使い方などを、保護者の方にお話をしました。参加

人数が50名ほどでした。 

 午後の職員研修では、講師は同じ先生ですが、内容は摂食機能訓練と、摂食の指導、乳児の

食具の進め方と食事内容についての講義でした。参加人数が36名。療育に活かしたいと思って

おります。 

 以上です。 

【箕輪会長】  質問など、ございますか。 

 よろしいですか。 

 これで、議題及び報告事項は全て終了いたしました。その他に何かございますか。 

 無いようですのでここで、第３回子ども・子育て会議を閉会といたします。長時間にわたり、

ありがとうございました。 

── 了 ── 


