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平成 30 年度 第２回我孫子市子ども・子育て会議 会議概要 

  

１．開催日時 平成 30 年９月９日（日） 午後１時 00 分～３時 50 分 

  

２．開催場所 市役所分館大会議室  

  

３．出席者  

（委員）  

○箕輪会長、○伴副会長、○太田委員、○池田委員、○鎌田委員 、 

〇増田委員、〇菅原委員、〇真弓委員 

（市職員） 

森子ども部長、星子ども部次長兼保育課長、 

子ども発達センター：渡辺副所長、根上主査長 

公園緑地課：篠崎課長、飯泉課長補佐 

教育委員会指導課：桃井指導主事、五十嵐指導主事 

  教育研究所：土山所長 

（事務局）  

子ども支援課：岡本課長、中場課長補佐 

 

４．議題  

（１）重点６事業ヒアリング 
（２）平成 30 年度重点６事業の評価について 
（３）平成 31 年度保育園の入園について 
（４）子ども部(子ども支援課)からの報告 

 （５）その他 

 
６．配付資料  

【事前配布資料】 

資料１. 事業に対する質問書 
資料２. 平成 29 年度重点事業実績報告書（ヒアリング対象事業） 
資料３.（案）事業評価書 
資料４. 平成 31 年度保育園入園のご案内（案） 
 

７.議事要旨 

【事務局 岡本課長】  

定刻となりましたので、ただいまから第２回「我孫子市子ども・子育て会
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議」を開催いたします。 

本日は，大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

子ども支援課長の岡本です。よろしくお願いいたします。会議に先立ちまし

て、我孫子市では、審議会等の会議は、原則公開となっており、本会議につき

ましても公開での開催となっております。また、会議録についても、ホームペ

ージ等で公開いたします。会議録作成のため、本日の会議は録音させていただ

きますので、ご了承ください。 

本日の会議には、全委員 10 名中８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項の会議開催要件、出席委

員は委員の半数以上であり、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、配布した資料の確認をさせていただきます。 

 

― 資料確認 ― 

 

もしお手元に不足等ございましたら事務局にお申しつけください。 

   

それでは、我孫子市子ども・子育て会議条例 第６条 第一項により、こ

の後の議事進行は、箕輪会長にお願いいたします。 

 

【箕輪会長】    

みなさんよろしくお願いします。 

本日の傍聴人はおりません。ご報告いたします。 

それでは、次第に沿って進めます。はじめに、議題①重点事業のヒアリング

を始めます。ヒアリングは、事前に皆さんから出された質問に対しての説明を

行い、その後質疑を行います。時間の関係上、質問への説明も含めて１事業 15

分～20 分を予定しています。さらに質問が続く場合は、担当各課へメールで質

疑を行う形を取りたいと思いますのでご了承ください。 

まずは、「キャリア教育の推進」について、指導課からお願いします。 

 

【指導課 五十嵐指導主事】 

 教育委員会指導課の五十嵐と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

ただ今お配りしました資料①、②、③「Abi-キャリアについて」は、小中一 

貫カリキュラムの中から Abi-キャリアの概要を抜粋したものです。同様の内容

は我孫子市ホームページでも公開されておりますのでご参照ください。 
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事前にご質問いただきました内容について順番に説明させていただきます。 

 

質問１．我孫子市では、小中一貫教育カリキュラムを推進していく中で、キャ 

リア教育も９年間を見通して実施していると思います。 

①小学校低学年・小学校高学年・中学校でのキャリア教育実践の現状を教えて 

いただきたい。 

②主に何年生が受ける教育になるのか。職業体験は対象学年全員必須なのか。 

③全小中学校で実施しているが、小学校内、中学校内において学習や職場体験 

の実施回数に差はあるのか。（学校の教育課程に位置付けられているとのこと 

で、ここ３か年目標値を達成しているため、指標を実施回数（小学校―〇回／ 

校、中学校―〇回／校）などに変更を検討してもいいのではと思ったため。）） 

④「Abi-キャリア」‘小中一貫教育カリキュラム）の代表的な事例を紹介してい 

ただきたい。 

⑤特別支援級在籍の児童・生徒も通常級の児童・生徒さんたちと変わらない 

カリキュラムで実施されているのか。 

⑥学校単位で行っているキャリア教育の推進の取組について、事例を教えてい 

ただきたい。 

⑦「Abi-キャリア」検証授業の実施を通して、どんな成果や課題が見えてき 

 たのか。小中一貫教育全市展開に向けて改善を要する事項はあるのか。 

 

質問１、①、②、③、④の回答．キャリア教育の実践の現状についてお答えい 

たします。 

市内小中学校では、Abi☆小中一貫カリキュラムのうち、Abi-キャリアをもと

に小学校第１学年から中学校第３学年まで実施しています。学習内容は、既存

の教育課程に位置付けているため、全学年同様の内容を実施しています。代表

的な事例は、配布資料「Abi-キャリアについて」の７ページ、モデルカリキュ

ラムをご覧ください。 

 

②、③の回答．職場体験は、以前は小学校でも行っていましたが、Abi-キャリ

アによって、小中学校での学びを系統的に進めていくことになり、現在は中学

校において実施しています。各中学校において、実施学年は異なりますが、全

生徒対象で、教育課程に組み入れて行っています。実施日数については、それ

ぞれの学校の実情に合わせて行うため、中学校によって異なっています。 
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⑤の回答．特別支援級在籍の児童・生徒におけるカリキュラムの実施について

ですが、児童生徒の実態に応じて、学校が判断し実施しております。 

 

⑥の回答．学校単位で行っているキャリア教育推進の取り組み事例は、日本サ

ッカー協会による「夢の教室」事業を行っています。本事業は、プロのサッカ

ー選手を始め、世界で活躍したプロスポーツ選手を「夢先生」として講師に招

き、体を動かすゲームをとおして、仲間と協力することの大切さや、相手を思

いやる心を伝えること、また、「夢先生の」体験談をもとに、夢を持つことの

素晴らしさや、それに向かって努力することの大切さを伝えることをねらいと

しています。今年度は、９月18・19日に我孫子第四小学校、９月20日に我孫子

第一小学校、12月14・17日に湖北中学校で実施予定です。 

 

⑦の回答．「Abi-キャリア」の成果としましては、既存の教育課程に位置付けて

実施することで、キャリア教育を無理なく、どの学校学年でも実施できるように

なったことです。また、現状では大きな課題はないと思われますので、このまま

継続できるよう努めていきたいと考えております。 

 

質問２.中学校では実際に職場体験をしているが、具体的事業所の数（市内外）

や課題を教えていただきたい。 

また、年度はじめに事業所一覧を作成されているが、職業の学習および職場体

験に協力いただける事業所一覧との理解でよいのか。 

 

質問２の回答．現在作成している事業所一覧は、過去に受け入れていただいた事

業所の一覧となっています。毎年度末に、その年にご協力いただいた事業所を各

学校から報告してもらい、リストに付け加える形で作成しており、今年度５月の

時点では、472の事業所をリストに掲載しております。ただし、事業所の都合に

より、その都度受け入れの可不可については変わってきますので、必ず学校から

事前に連絡をとり、依頼をする形で行っています。 

また、最近では、保護者や家族の知人等、身近な大人が勤務する事業所で、職

場体験を実施する学校もあります。身近な人々が働く職場で実際に働くという

経験をとおして、働くことの喜びや苦労を実感し、望ましい勤労観及び職業観を

養うというねらいのもと、各中学校で保護者への説明を行い、実施しています。 
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 職場体験の課題としては、学校と事業所との、キャリア教育のねらいの共有化

があげられます。この点につきましては、今年度の第１回キャリア教育担当者会

議でも伝えておりますが、引き続き学校担当者へ喚起していきます。 

 
質問３.「望ましい『職業観・勤労観』の形成・確立を図る指導」の理解と学 

校支援地域本部の活用が毎年課題になっているが、改善しない理由をどう分析 

しているのでしょうか。 

 

質問３の回答．まず、「望ましい『職業観・勤労観』」についてですが、これは平

成23年１月に出された中央教育審議会答申において提示されました。ご参考に

資料②として13ページに「望ましい勤労観・職業観」を添えております。 

 この理解を深める上で重要になるのが、体験学習における事前・事後指導の在

り方です。この点につきましては、キャリア教育担当者会議でも伝達しており、

少しずつ改善しているところです。 

 学校支援地域本部の活用については、各学校のコーディネーターと連携をと

りながら、実態に即した対応ができるように努めていくことが重要です。しかし、

各校の状況には違いがあるため、講師及び指導者の派遣等が難しい学校がある

ことも事実です。また、年度によって各学校のキャリア教育担当者が代わるため、

毎年同様の周知を図る必要があります。 

 

質問４.担当者会議が公開されているものであるならば、具体的にどのような 

事が話し合われているのか教えていただきたい。 

 

質問４の回答．キャリア教育担当者会議は、年２回実施しています。15ページに

資料③として、昨年度２月に実施しました、「第２回我孫子市キャリア教育担当

者会議」の次第と、今年度５月に実施しました第１回の次第を添えましたので、

ご参照ください。 

おおまかな内容は、昨年度末の第２回では課題となっている「望ましい『職業

観・勤労観』」の形成・確立を図る指導」について協議を行いました。体験学習

における事前・事後指導についても含めて、実践報告を行っております。 

今年度の第１回では、昨年度の第２回での協議内容を踏まえ、現在の我孫子市

におけるキャリア教育の進捗状況の伝達や、講師をお招きして、キャリア教育に
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ついての理解を深めるための講義等を行いました。 

 

質問５.「児童生徒、保護者にアンケートを実施」とあるが、アンケートの結果

を教えていただきたい。 

 

質問５の回答．平成28年度までのアンケートについては、各学校での実践に役立

てる目的で行っているため、市教育委員会では集計しておりませんが、児童生徒

からは「働くことの喜びや厳しさ、やりがいを実感できた」、保護者からは「働

くことに関して、家族で話し合う機会になった」などの声が聞こえてきています。 

 

質問６.進行管理表に記載されている内容が、過去３年分ほとんど同じ内容だが、

記載されている内容以外での事柄があれば教えていただきたい。 

 

質問６の回答．内容については、変更するというよりも、継続して行っていくと

いうことが、現段階での我孫子市におけるキャリア教育において重要であると

考えています。また、学校においては、質問４でもお伝えしましたとおり、各学

校のキャリア教育担当者が毎年代わることから、周知を図るということもあり、

同様のテーマで実施しております。 

 

【箕輪会長】  

何かご質問などありますか。 

 

【太田委員】  

コホミンにも我孫中、湖北中、湖北台中から職場体験に来ているが、小学校

では職場体験を止める動きがあります。まだ行っている小学校はあるのでしょ

うか。 

 

【五十嵐指導主事】  

昨年度布佐地区で小学校は実施しましたが、今年度は中学校のみの実施とな

っています。 

 

【太田委員】  

今、働き方改革と言われており、中学校教師は残業時間が非常に多い。授業数

の確保や授業との調整に莫大な時間を要していることが予想されます。まず親
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の仕事を見ることは１つの方法、費用はかかるがキッザニアは子どもたちがと

ても喜ぶ体験。何をもって職場体験するのが一番いいのかを考えると、中学生の

職場体験はとても良いことだと思う。先生方の負担も含めて何か良い方法はな

いかと考えてしまう。親の職場体験を進めている学校でのメリット、デメリット

は何でしょうか。 

 

【指導課 桃井指導主事】  

今年は２つの中学校がこの方法で実施しましたが、全ての保護者が受け入れ

できるわけではないため、受け入れできない生徒をどうするかが課題です。保護

者や知り合いが働く職場で実施できることが理想であるが、それが無理な生徒

は学校が相談に乗りながら派遣先を決定してあげることが重要です。また、学校

支援地域本部の協力も得る、ということも考えられます。 

 

【伴副会長】 

体験する職場の業種を、福祉・農業・保育分野などに限っている市外の地域も

あります。そのような、統一感をどう考えていますか。 

 

【桃井指導主事】  

業種を限ることは現時点で市としては考えていません。地区によっては、地域

での職場体験を中心に行っています。地域の中で子ども達を育てようと考えて

くださっている事業所も多くあることから、業種を限らない方が我孫子市とし

ては適していると考えています。お寿司屋、スーパーなど子ども達がいつも利用

しているお店で職場体験できるというメリットもあります。 

 

【箕輪会長】  

他にご質問はありますか。 

それでは、次の「学級支援員派遣事業について」、教育研究所から説明をお願 

いします。 

 

【教育研究所 土山所長】 

 教育研究所の土山と申します。よろしくお願いいたします。 

いだたいたご質問の回答をまとめ、配布いたしますので、読み上げる形で説明

させていただきます。 

 

質問１．市内の学校では毎年、特別支援学級が増えており、必然的に普通学級に
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おいても特別に支援を必要とする児童・生徒の数が増えています。 

更に、若い教師が急激に増えており、経験の浅い一人の担任がきめ細かい指導

を施すには限界があると思われます。我孫子市は特別支援教育が充実しており、

「学級支援員派遣事業」は大変意義深いものがあります。 

①30年度当初に、小学校63人、中学校18人、計81人を配置したとあるが、市内 

19校における学級支援員配置人数の基準は何か。 

②国の法律で決められている特別支援学校や学級に配置される学級支援員の人 

数設定を教えていただきたい。 

③特別に支援を要する児童生徒数に対する学級支援員数の割合はどの位か。 

④学級支援員になるには、経験やノウハウを必要とするのか。 

⑤手助けを必要とする児童や支援が必要な児童は、多くいると思うが、学級支援 

員のサポートを必要とする児童の基準とは何か。 

⑥対象とする「特別に支援を要する児童生徒」は誰が決定しているのか。 

⑦特別に支援を必要とする児童生徒の、今後の増加見通しを持っているのか。 

 

質問１、①の回答．昨年度から以下のような基準で配置を行っています。 

１）情緒学級1学級あたり1人 

２）知的学級が設置されている学校1校あたり1人 

小学校についてはさらに、 

３）１・２学年の学級数の合計が６学級以下の学校に１人 

４）１・２学年の学級数の合計が７学級の学校に２人 

５）１・２学年の学級数の合計が８学級以上の学校に３人 

さらに、学校の状況に応じて1人プラスしているところもあります。 

 

②の回答．法律で決められている人数設定はありませんが、国として29年度は全

国の小中学校で48,600人を配置という財政措置をとっています。この数は全国

で均すと1校あたりおよそ1.66人という数になります。我孫子市19校ではおよそ

32人となります。また、30年度は全国で55,000人配置、1校当たりおよそ1.9人、

我孫子市19校ではおよそ36人となります。増えているとはいえ、今年度実際に我

孫子市で配置されている81人よりはかなり少ない数です。 

③の回答．支援を要する児童生徒を知的学級と情緒学級の児童生徒として計算

すると、学級支援員一人当たり、4.9人の児童生徒を担当することになります。
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しかし、通常学級にも特別な支援を必要とする児童生徒は在籍しているため、実

際にはもう少し多くなります。 

 

④の回答．募集にあたっては、資格等の条件はありません。学級支援員なので健

康で、ある程度の体力があり熱意のある方を募集しています。 

 

⑤の回答．各学校で特別な支援を必要とする児童生徒に対して、保護者との話し

合いの上「個別の教育支援計画」を作成しています。学級支援員のサポート対象

は、それを作成している児童生徒です。 

 

⑥の回答．「個別の教育支援計画」を作成している児童生徒ですので、学校と

保護者で話し合った上、最終的に学校が決定しています。 

 

⑦の回答．支援学級の数は年々増加傾向にあり、小学校入学や中学校進学に向

けての就学相談の数も年々増えてきています。現在、31年度に向けて支援学級

の見学や体験を行っていますが、その人数からみると、来年度はさらに増えて

くるであろうという見通しを持っています。 

 

質問２．通常級にも必要に応じて学級支援員が配置されているようだが、それは

学校長からの申請で、市や県、または国の手続きを行ったうえで、市内の小中学

校児童・生徒の支援は現在滞りなくできていると考えているのか。 

 

質問２の回答．小学校では１，２年生の学級数も学級支援員の配置基準に入れて

います。そのため、学校生活に慣れるまではという理由で1年生の教室に配置し

ている小学校も少なくありません。また、通常学級でも「個別の教育支援計画」

を作成している児童生徒もあり、それぞれの学校で状況に応じて配置していま

す。過去には、視覚や聴覚、肢体不自由等の理由で学級支援員がついていたこと

もありました。 

 現在は、各学校で配置された学級支援員を状況に応じて活用しているという

状態ですが、手に負えないという状況にはなっていません。ただ、学校としては

より多く学級支援員がいてくれたら助かるという思いはあります。 
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質問３.「計画的かつ有効な学級支援員の活用（平成27年度・28年度の事業の課

題と対策欄より）」とは具体的にはどのようなことか。 

 

質問３の回答．特別な支援を必要とする児童生徒の状況は様々なので、配置され

た学級支援員の役割分担（知的学級担当、情緒学級担当、通常学級担当 等）に

ついては児童生徒それぞれの状況に応じるため学校で判断する形にしています。

配置できる学級支援員の数は限られているため、状況に応じて各校で配置計画

を立てて有効に活用できるようアドバイスしています。研究所では、巡回事業の

際に働いている様子を見たり、学級支援員から直接話を聞いたりして状況把握

に努めています。 

 

質問４．市内小中学校および支援員本人へのアンケート調査では、どんな課題・

意見があったのか。 

 

質問４の回答．各学校からは、 

・学級支援員一人一人の力量や経験にも差があり、学校の要望に十分に応えられ 

ないこともある。 

・宿泊を伴う校外学習の引率を引き受けられない学級支援員もいる。 

・きめ細かな支援に向けて、さらに増員が必要。 

 

学級支援員からは、 

・管理職や関係の先生、担任等との連携が難しい。打合せの時間が少ない。 

・子どもについての状況を早めに理解しておきたい。 

・配置換えをしないでほしい。配置換えしてほしい。 

・外部の研修会に参加したい。 

・宿泊の引率は負担が大きい。 

  という課題や意見がありました。 

 

質問５．毎年、予備費充当により予算を確保しているが、教育委員会が必要に応

じた学級支援員の数を見極めて、次年度当初予算として計上してあげたい。我孫

子市の教育的特色として、大いにこの事業を応援したい。そのため予算面でも特

段の配慮をお願いしたい。 



11 

 

質問５の回答．発達障害等により特別な支援が必要なだけでなく、家庭環境等の

要因で精神的に不安定な状況に置かれている児童生徒も少なくありません。安

心して学習に取り組めるよう、今後も学級支援員の配置は拡充していければ幸

いです。 

 

質問６．学級支援員の配置により、現場の担任教師が具体的に助かっている具体

例を教えていただきたい。 

 

質問６の回答．インクルーシブ教育システムの一環として、我孫子市の各学校で

は支援学級の児童生徒が通常学級へ行って共に学習や生活を行う「交流及び共

同学習」という活動の機会を多くとっています。その際、学級支援員が同行し、

支援の必要な児童生徒のサポートを行うことで、通常学級の指導にスムーズに

対応できています。 

支援学級で作業学習を行う場合、担任だけでなく学級支援員がつくことで一

人一人にきめ細かな心配りができます。 

特別支援学級に在籍している児童生徒は、通常学級の校外学習にも可能な限

り参加します。すべての校外学習に支援学級の担任がつくことができないため、

学級支援員がついてサポートをすることで、スムーズな活動ができます。 

視覚障害のある生徒に対して、学級支援員がプリントを拡大コピーして準備

したことがありました。 

 

質問７．課題と対策欄について、事業評価するにあたり的確に課題が捉えられて

いて対策が講じられているのかが不明瞭であるため、詳細に記載していただき

たい。 

 

質問７の回答．知的学級、情緒学級の数は年々増加傾向にあります。29年度から

30年度にかけては７学級（年度初めの比較では8学級）増加しました。また、「個

別の教育支援計画」を作成している児童生徒も増加しており、28年度と29年度を

比較すると支援学級在籍で32人、通常学級在籍で56人増加しています。これを根

拠に「今後も増加傾向にある」という言葉を課題として入れました。また、国や

県の方針や、学校からのアンケート調査、巡回での観察の様子から、学級支援員

についての有効性は明らかです。そこで対策として「今後も増やす必要があり、
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予算要求をしていく」としました。以上です。 

 
【箕輪会長】  

何かご質問などありましたらお願いします。 

 

【鎌田委員】  

学級支援員の雇用を具体的に説明してください。 

 

【土山所長】  

雇用形態は臨時職員のため時給制。市が雇用し学校に配置しています。 

 

【鎌田委員】 

毎年配置される学校は変わるのですか。 

 

【土山所長】 

基本的に5年間は同じ学校。しかし、個別に事情がある場合は考慮します。 

 

【鎌田委員】  

平均年齢は。 

 

【土山所長】  

把握はしていないが、40代位が多いです。 

 

【池田委員】 

教育研究所主催の研修会は何月に行いましたか。 

 

【土山所長】 

6月と10月です。 

 

【伴副会長】 

個々で対応が変わると思うが、対応はマニュアル化されているのですか。 
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【土山所長】 

指導の指針は定めており、配布しているが、担当している児童生徒は、その状

況によって全く対応は違ってきます。２回の研修は、講演もあるが、支援員同士

の話し合いの場、教育研究所に対する質問の場も設けています。 

 

【太田委員】 

学級支援員を市で雇用しているが、学級支援員として適していないと判断し

た場合、次年度の雇用をどのように考えているのですか。 

 

【土山所長】 

仕事の状況により雇用を継続しないことは直ぐにはできません。 

実際、学校から学級支援員についての改善点等の相談を受けることもあります。 

その場合は、学級支援員にはできるだけ継続して勤務してほしいため、学校に出

向き個別に指導しています。 

子どもにとって学級支援員が頻繁に変わることは気持ちが不安定になります。 

 

【太田委員】 

担任教師と学級支援員の考え方の相違があった場合、教頭などの管理職が手

を差し伸べ、学級支援員を援助できたらいいと思います。 

 

【土山所長】 

学級支援員も含め、担任、管理職と皆が、どのようなスタンスで子どもに接し

たら良いか共通理解のもと支援するように伝えています。 

しかし、なかなかその時間を取ることが難しい。学校によっては学級支援員との

連絡帳を活用したり、短時間でも日に1度は話す場を設けたりしている学校もあ

るので、少しずつ改善されている感じがあります。 

 

【池田委員】 

学級支援員の募集では、応募はどれくらいあるのですか。 

 

【土山所長】 

非常に厳しいものがある。予定の人数を集めることに苦慮しています。 
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今年度は何とか確保できました。 

 

【伴副会長】 

我孫子市の手厚い学級支援員の派遣には感謝しています。しかし募集も大変、

仕事自体も熱意によって支えられている部分があり、ボランティア精神に支え

られています。もっとやりがいを持ち、関わりを持つ気持ちになってもらうため

に、「個別の教育支援計画」の作成や見直しの際に、学級支援員も一緒に関わる

ことはいかがでしょうか。 

 

【土山所長】 

「個別の教育支援計画」の共有は進んでいるが、毎年の計画補正の時点で、学級

支援員もかかわりを持つところまでは進んでいません。しかしとても良い意見

だと思うので、学校にも伝えていきたいと思います。 

 

【箕輪会長】 

「個別の教育支援計画」以外でもその子の支援について吸い上げていく方法は

あるのですか。 

 

【土山所長】 

日々のコミュニケーションの中で吸い上げています。例えば全員ではないが 

（前述の）連絡帳の利用があります。学校の状況、子どもの状況に合せてそのよ 

うに行うことが身近でできることだと考えます。学級支援員と学校との工夫で

連絡を取り合っている学校は少なくはありません。連絡帳を全員つけると一律

に決めてしまうと、その時間を市内全校が一律に確保することが難しいです。 

 

【箕輪会長】 

連絡帳のような方法もあることを伝える場はあるのですか。 

 

【土山所長】 

研修会で伝えています。 

 
【箕輪会長】 

 ほかにご質問はありますでしょうか。ありがとうございました。 
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【箕輪会長】 

それでは続きまして、「個性と魅力ある遊び場の整備」について、公園緑地

課からお願いします。 

 

【公園緑地課 篠崎課長】 

 公園緑地課、篠崎と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【公園緑地課 飯泉課長補佐】 

同じく公園緑地課、飯泉と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【篠崎課長】 

それでは、ご質問に添って順に説明させていただきます。 

 

質問１.個性と魅力ある遊び場とは具体的にはどういう事か。 

質問２.市内の魅力ある遊び場（手賀沼公園を除く）は何処か。 

質問３.複合遊具の整備が個性と魅力ある遊び場の整備の一つの方法ではあ

ると思うが、遊具の整備以外にも魅力ある遊び場の整備が出来るのではないか、

と思うがいかがか。 

 

質問１、２、３の回答．子どもたちは、遊びを通して心身の発育・発達が得られ

自主性、創造性、社会性を身に着けることができます。見たり、触れたりできる

感覚的経験を誘発する仕掛けができるだけたくさんある場所ほど子どもたちに

とって魅力的な環境と感じると思っています。 

ただ、公園は子どもたちの遊びの空間に限らず高齢者など大人の憩い、集いや

地域コミュニティー形成の場所でもあります。 

子どもの遊び場にとって大切なのは、大人にとっても安心で安全な居心地の

良い空間を保つことだと考えています。子どもたちを見守る親御さんや周辺の

住民にとって憩える空間、例えばベビーカーが置ける場所やベンチ、適度な木陰、

みどりがたくさんあることがお年寄りなど大人も自然と公園に訪れることにつ

ながります。大人たちと子どもたちが触れ合える環境の中で公園は、安全性が保

たれ、魅力的な遊び場になると考えています。 

具体的には、専門家による遊具点検を年に一度行い、また施設の点検、公園の

清掃、草刈り、樹木管理を定期的に行う中で、安心安全で快適に過ごせるよう維

持管理を行っています。 

また、子どもたちが更に魅力を感じられるよう、老朽化した遊具の更新や修繕
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を優先しながら、子どもたちが数多く利用する主要な公園においては、できるだ

け複合遊具の設置を進めていこうというものです。 

したがって、魅力ある公園はどこかということでは、すべての公園が居心地の

良い空間になるよう努力しているところでございます。 

なお、最近複合遊具を設置した公園としては、平成 22 年度に開設した手賀沼

が眺望できる高野山桃山公園、平成 26 年度に複合遊具を設置した南新木沖田公

園、平成 27 年度に設置した布佐駅南口西公園などがあげられます。 

また、別な視点から、利根川ゆうゆう公園と五本松公園は、家族や大人と一緒

に遊べる野外バーベキューが出来る限られた公園として親しまれています。 

 

質問４.「複合遊具」とあるが、具体的な複合遊具を提示してほしい。 

 

質問４の回答． 資料として南新木沖田公園・柴崎台東公園・布佐駅南口西公園

に設置した複合遊具の写真を提示させていただきます。 

 

質問５.整備とは何をすることが整備にあたるのか。 

 

質問５の回答．安全で快適に公園を利用していただけるよう遊具や施設、樹木や

植栽等の点検を行い、それらの適切な維持管理に努めるとともに、住民の皆さん

の要望やご提案を受けながら施設の更新や新設を行うことが、現在の公園の整

備となっています。 

 

質問６.適正な維持管理とはどのような事であるのか。 
 

質問６の回答．専門家による遊具の点検、施設の点検、定期的な清掃や草刈り、

樹木管理などを行い、公園を利用される皆さんが安心して安全で居心地が良い

と感じていただけるような空間を保つことが適正な維持管理だと思っています。 

 

質問７.市内各所の小さな公園の整備も実施されているのか。 

 

質問７の回答．市内に大小合わせ219の公園があります。その殆どが1,000㎡未満

の「街区公園」と呼ばれる市街地の小さな公園です。年に一度行っている専門家

による遊具点検の殆どがこれら小さな公園が対象で、点検結果をもとに遊具の
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修繕や撤去、更新を行っています。 

市内の街区公園は、高度経済成長期以降の住宅開発で作られた公園が多く、老

朽化が進んでいますので、施設維持のための修繕が公園整備の主な内容となっ

ています。 

 

質問８.一昔前、公園の遊具による事故が、かなり報道で取り上げられていた。

老朽化しているものを撤去することは理解できるが、修繕をするとなると費用

もかなり高額になると思われる。 

①主要公園とそうでない公園との区別は何か。 

②市の財政難の中、複合遊具を設置して魅力ある公園づくりと危険な遊具を撤 

去して自由な遊び場を確保していくのと、今後は、どちらに重点を置いてい 

くのか。 

③今までは補助金の利用はされていなかったのか。 

④現在の老朽化遊具、修繕が必要な遊具は全体のおおよそ何％程度あるのか。 

また、市民の方からの要望や苦情などの意見はないのか。 

⑤主要公園以外の整備はどのように行われているのか。 

 

質問８、①の回答．遊具の点検に伴う遊具の修繕、撤去においては、主要公園

とそうでない公園の区別はしていません。ただし、子どもよりも高齢者が多い

地区などは地域ニーズに合った施設への変更も視野に入れています。 

市内 219 公園の種別は、都市緑地（根戸船戸緑地・天神山緑地なと 31 箇所）、

特殊公園（五本松公園・古利根公園）、緑道（手賀沼遊歩道）、敷地面積が 2ha を

標準とする近隣公園(８箇所)、敷地面積が４ha を標準とする地区公園（３箇所）、

同じく 0.25ha を標準とする公園を街区公園（174 箇所）となっています。 

これらの内、比較的大きな近隣公園や地区公園、市街化調整区域ですがバーベ

キューが出来て遊具の設置してある五本松公園、利根川ゆうゆう公園を主要公

園と位置付けています。 

 

②の回答．複合遊具は、子どもが多く利用する主要公園の中で遊具が不足してい

る公園に設置することとしていましたが、委員のご指摘のように財政が逼迫し

ている中でその設置が難しい状況になっています。 

現在、219 か所の公園の殆どが昭和 50 年以降に設置されたもので、多くの施

設で老朽化が進んでいるため、毎年行う遊具点検をもとにした修繕や撤去が

年々増えてきています。これらの維持管理費用がかなり嵩んできていますので、
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今後も実質的には維持管理に重点を置かざるを得ないと考えています。 

（ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金を活用し五本松公園ターザンロープ 

設置、南新木沖田公園市単、柴崎台東公園市単） 

 

③の回答．近年では、公園のバリアフリー化に国の交付金制度が設けられていま

すので、整備工事には国の交付金を活用しています。ただ、国の交付金は事業費

の1/2を限度とされており、今年の事業では要望額に対して4割程度の交付金し

か交付されない状況です。 

また、公園を新設する場合は国の交付金が活用できますが、既に設置されてい

る公園に遊具の設置のみを行う場合には活用できる交付金の事業はありません。 

 

④、⑤の回答．平成 29 年度に専門家による点検を行った遊具数は 371 基あり、

直ぐに修繕・撤去が必要となった遊具(使用禁止となったもの)は９基（3％）と

なっています。 

ただし緊急ではありませんが、今後老朽化により修繕等が必要となってくる

と予想される遊具が 251 基あり、これを併せると 260 基・70％となっています。 
現在、公園の遊具などの施設の点検は、専門家による点検のほかに、公園の清

掃を委託している業者、シルバー人材センター、福祉団体、自治会及び草刈り作

業を行っている職員に係ってもらっており、不具合があった時には連絡が来る

ようになっています。また、市民の方から施設の不具合、樹木剪定、草刈りなど

の通報、要望などが年間 500 から 600 件ほどあり、その度毎に職員が現地を確

認して対応しています。主要な公園も小規模公園も同じように施設の点検、整備、

維持管理を行っています。（Ｈ29 年度要望・苦情件数：614 件） 

 

質問９.実施結果の目標値は、新規設置遊具数と更新予定の遊具数の合算値か。 

 

質問９の回答．実施結果の目標値は、新規設置遊具数と更新予定の遊具数の合算

値です。 

 

質問10.一般市民が遊び場についての提案や、危険に気づいたときに、いち早く

連絡をするのは、公園緑地課へ申し出るのがよいのか、それとも最寄りの自治体

を通すべきか。 

 

質問10の回答．公園内の施設の不具合や倒木などの危険に気が付いたときは、そ

の時点で公園緑地課へ直接ご連絡ください。必要な安全確保の措置を講じると
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ともに、施設の修繕や倒木撤去などの処理を行います。 

また、公園の利用に関する提案については、内容によっては地域の中でも賛否

が分かれることがありますので自治会など地域コミュニティーの総意としてご

提案いただいた方が良いと思います。ただし、予算などの問題で全てのご提案が

受け入れられるものではありませんのでご理解願いたいと思います。 

 

質問11.我孫子市の市民の森について利用・活用方法を教えていただきたい。 

その森は安全・安心面において、子ども達だけで遊べる森なのか。 

 

質問11の回答．市民の森は、我孫子市の自然環境の保全を図るとともに、市域に

残された貴重な樹林地を市民が自然とふれあい親しみながら自然観察や自然体

験活動を行うことが出来る憩いの場を提供することを目的として設置していま

す。 

森を原風景のまま残し、散策路など整備は最小限に抑え、施設は車止め、案内

看板程度にとどめています。公園灯なども設置していません。 

遊ぶという観点から設置されたものではなく、大人が常に見守れる環境では

ありませんので、子ども達だけで行くというよりは、大人と一緒に自然観察や野

外学習の場として利用されることをお勧めいたします。 

 

質問12.公園での防犯対策について教えていただきたい。 

 

質問12の回答．公園内で道路に面し人が隠れられるような場所を無くすよう、中

低木や常緑樹の剪定等を行っています。 

公園は夜間利用するところではありませんが、公園灯は、現在のところ防犯対

策として常夜灯として管理しています。 

以上、ご質問に対する回答をさせていただきました。ありがとうございました。 

 

【箕輪会長】  

何かご質問などありましたらお願いします。 

 

【増田委員】 

市内公園でボール遊びができる公園はどれくらいあるのですか。 

 

【篠崎課長】  

禁止の看板がある公園もあるが、基本的にボール遊びの禁止はしていません。
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しかし、やってはいけない事として、硬球や軟球など他の利用者に当たった場合

ケガさせてしまうボール遊びは禁止しています。柔らかいボールやバットを使

わないボール遊びは問題ありません。しかし小さな公園で野球などされてしま

うと他の人や小さなお子さんに敬遠されてしまうし、サッカーなどで回りの家

に迷惑が掛かっている場合は、最初は注意喚起、改善されない場合は禁止の看板

を設置することがあります。 

 

【増田委員】  

サッカーや軟式野球ができる公園は市内には無い、ということですか。 

 

【篠崎課長】 

軟式野球は野球場が基本ですが、気象台記念公園や、湖北台中央公園など比較

的大きな公園の傍らで、キャッチボール程度に遊んでいただく分にはそれほど

問題にはなりません。小さな公園では、地域の軋轢が生じるので市としてはそれ

なりの措置を取ることになります。 

 

【太田委員】 

昔に比べ子ども達は、好きな場所で勝手に遊ぶことがなくなってきた。例えば

少年野球など監督はじめ大人たちに指示され、遊びも管理されています。そのよ

うな中、公園は唯一子どもが自由に息抜きできる場。少子化で子どもは減り、財

政難の中維持費もかかるが、今後219ヶ所の公園の見通しはどうなのですか。 

 

【篠崎課長】 

戦後復興の際に、公園内に施設が立てられて公園が消えてしまった経緯があ

りました。都市公園法により公園の廃止には厳しい制限があります。 

公園廃止の条件は3つであり、１つは大きな公園を造り小さな公園を統廃合す

る。２つ目は公園よりも市民生活において大切な施設、例えば都市計画道路など

を作る場合。３つ目は借地している公園で、所有者から断られた場合。 

しかし、我孫子においても毎年維持管理費が１億９千万円ほどかかっている

ため、公園の統廃合が喫緊の課題となっています。 

 

【伴副会長】 

10年ほど前でしょうか、子どもの遊び場計画を考えていた時期がありました。

小さな公園をどうするか、の問題もありましたが、斜面林や市民の森を子どもが

1人で遊べないから無くすのではなく、自然観察や原風景を残す目的で、子ども

達のために残していくべきだという考えがありました。そのような観点は今後



21 

 

も継続されるのですか。 

 

【篠崎課長】 

公園だけではなく公園緑地課として、緑を残すことも考えています。 

我孫子は馬の背状の大地で、手賀沼沿いや利根川沿いに緑が多いように見える

が、平地の樹林地が少なくなってきています。 

地権者の協力を得ながら、樹林地はできる限り残していこうと考えています。 

 

【箕輪会長】 

 ほかにご質問はありますでしょうか。ありがとうございました。 

それでは続きまして、「療育・教育システム連絡会の運営」について、こど

も発達センターからお願いします。 

 

【こども発達センター 渡辺副所長】 

 こども発達センターの渡辺です。よろしくお願いいたします。 

それでは、ご質問に添って回答いたします。 

 

質問１.私自身も学校現場にいた時、この「療育・教育システム連絡会」（当時は

年２回）に参加したことがありました。各関係機関の代表者が集まり、ライフス

テージに応じた一貫した支援を行う体制づくりは意義があると思います。 

①作業部会が５つ立ち上がり、支援体制を検討していくと書かれているが、具 

体的には、どのような作業部会名で、どのようなことを行っていくのか。 

②どのような課題解決のために５つの作業部会を立ち上げたのか。 

それぞれの作業部会ではどのような検討がなされるのか。 

③平成28年度の、事業の課題と対策に『作業部会を立ち上げ、就学以降のシス 

 テムを見直していきます』とあるが、平成29年度に立ち上がった5つの作業部 

会の中にあるのか。 

 

質問１、①、②、③の回答．従来の療育・教育システム連絡会では、「障碍児保

育研究会」と「療育専門委員会の２つの部下組織がありました。しかしいずれも

対象が未就学児童に限られていること、議論の場ではないことから、連絡会自体

も関係機関、部署からの事業報告の場となっていきました。しかし児童福祉のニ

ーズとそれに対応するサービスは多岐に渡り、就学前後、進学前後で継続した療

育が途切れてしまうことが課題でした。 

そこで、我孫子市は０歳から18歳までライフステージに応じた一貫した支援 
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体制をより充実を図るため、本連絡会の部会を見直し、５つの部会で各ライフス

テージや課題を議論し、方針を検討、その後、連絡会で意思決定を図るという体

制に見直すことになりました。 

 

療育教育システム連絡会には、５つの作業部会を設置しています。 

 ＜療育専門委員会＞ 

発達に支援が必要な子どもについて保育園と連携をとる目的の場です。 

主に保育の中での療育に関すること、障害児の入園判定に関すること、その他

現場の声から支援が必要な子に関することを協議します。また家族支援、親支援

が必要な場合は子ども相談課と協議を行っています。 

  

＜児童通所支援部会＞ 

発達に支援が必要な子どもに対する療育支援の充実を図ることを目的とした

協議の場です。本市が抱える療育施策の課題や報告性について話し合い、具体的

には、 

 ・児童通所支援事業に関する情報の共有 

 ・児童通所支援事業におけるサービスの内容やそこでの課題 

 ・児童通所支援事業者とこども発達センターの連携 

 について、市内の児童通所支援事業者を委員として話し合っています。 

 

 ＜就学移行期部会＞ 

未就学から学齢期への円滑な引きを調整する目的とした協議の場です。 

 幼稚園・保育園・児童発達支援事業所に通っている就学前から就学に至るまで

のお子さんが対象です。切れ目のない支援を行うために未就学から学齢期への

円滑な引継ぎと情報共有のための連携、保護者と教職員への放課後等デイサー

ビスなど福祉サービスの周知にも協議しています。 

 

 ＜学齢期部会＞ 

学齢期における相談支援体制の整備を調整する目的の場です。 

 特別支援教育の必要性について、保護者の理解を深めるための工夫として、今 

後さらにパンフレット等の配布時期を検討していくことが必要です。また、支援

が必要な子どもが学童を利用していることが多いので、今後は幼保小の連携に

放課後対策担当も情報共有していけるよう検討しています。今年度、学齢期の入

学から卒業とその後について、事例ごとに支援のフローチャートを作成し、教員

や関係者が困った時に活用できるマニュアルの作成を検討しています。 
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＜ライフダイアリー部会＞ 

ライフステージを通じ切れ目のない支援を円滑に達成するための情報共有フ

ァイルであるライフダイアリーの活用について検討する場です。保護者が子 

どもの情報を一元管理し、教育・福祉の支援を必要としたときに、速やかに関係

機関に情報提供や共有ができるよう、ファイリングツールとして活用できるよ

う周知することを協議しています。 

 

なお、平成29年度に立ち上がった部会は、児童通所支援部会、学齢期部会、ラ

イフダイアリー部会の３つです。 

これらを作業部会協議、検討し、その内容を本連絡会で報告・検討し、合意形

成し、本市における療育の基本方針を決定していきます。 

 

質問２.具体的に連絡会においてどのようなことが実施され、それが子どもの生

活にどのようにつながっているのか教えていただきたい。 

 

質問２の回答．我孫子市のまちづくりの一環として、発達に支援が必要な子ども

がライフステージに応じた切れ目のない支援を行うことを目的にしています。

子どもが自立し健全な育成を図り、市の政策課題である「子どもがその子らしく

元気に育つこと」、自立させていくことにつながっていると思います。 

 

質問３.「情報交換や協議を年３回行います」とあるが、「年３回」の根拠は何か。 

 

質問３の回答．療育・教育システム連絡会は、各作業部会で各問題に対し、協議、 

検討し、その内容を療育・教育システム連絡会で報告、協議、検討し、合意形成、 

我孫子市における療育の基本方針を決定する流れとなっています。 

５つの作業部会開催（年１～２回）と合わせ、協議、決定していくには、年３回 

が必要と考えたからです。 

 

質問４.30年度の要綱施行でどんな変更があるのですか。 

 

【こども発達センター 根上主査長】 

質問４の回答．昨年度までは、簡単な事務手続きを定めた「要領」に基づき運営

していたが、療育を取り巻く環境が大きく変化していることを受け、下部組織で

十分な議論を行い、本連絡会を我孫子市の療育の基本方針を決定するための会

議として位置づけるために「要綱」を策定しました。 
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「協議事項」についてより明確にし、組織は PTA 代表、障害児者団体の方は、規 

定せず、今後必要に応じて作業部会に参加していただき意見を求めることにし 

ました。「要綱」基づく連絡会なので任期を２年にし、外部委員の方に対しては 

市長からの「委嘱」を行います。 

 

質問５.「＜改訂版＞我孫子市子ども発達支援計画 P.12療育・教育システム連絡

会とは？」の構成委員＜民間関係団体＞が記載されているが、障害児者団体の詳

細をお願いします。相談事業所や通所を行う施設や伴った市民活動をする団体

以外にもあるのか。 

 

質問５の回答．我孫子市自閉症協会、手をつなぐ育成会。 

療育や発達が気になる子について関わっている団体以外はありません。 

 

質問６.＜民間関係団体＞に市内小中学校の保護者の記載がないのは、小中学校

長に一任するからか。（今現在、特別支援級やことばの教室に在籍している子ど

もの保護者間の情報は偏りがあり、非常に乏しいと思います。） 

 

質問６の回答．市内小中学校の特別支援級の保護者の団体があるならば、課題に

よっては招集したいと思いますが、もし、あれば教えていただきたいです。 

 

質問７.今現在の年齢を手厚くご支援いただける体制ができることが大変嬉し

く思い、期待している。中学と高校の就学、高校から先の進路の情報も蓄え、発

信していただけたらと思う。受給者証や療育手帳がない方にも意識していただ

ける事業であってほしいと思うが、いかがか。 

 

質問７の回答．その通りです。そこを重点的にどうするか検討していきます。 

発達が「気になる段階」から、子育て支援と関連付けて発達支援を進めていかな

ければなりません。発達に支援が必要な子どもに対し、早期に発見し、保護者の

気づきを促し、早期療育をするために努力していかなければならない課題です。

関係機関の連携強化、相談体制の強化、家族支援の充実を図っていきます。 

 

質問８.課題と対策欄について、事業評価するにあたり、的確に課題が捉えられ

ていて対策が講じられているのかが不明瞭であるため、詳細に記載していただ

きたい。 
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質問８の回答．記載できるようにします。「我孫子市こども発達支援計画」の15・

16ページに太字で表記してある重点施策・課題を中心に各部会で検討していき

ます。評価については、各部会で検討していきたいと思います。また、療育・教

育システム連絡会の議事録がホームページにアップするので参考にしてくださ

い。 

 

【箕輪会長】  

それでは質問などありましたらお願いします。 

 

【太田委員】 

就学前検診などいろいろな検診で早期発見できると思うが、学校が一番悩む

のはグレーゾーンのお子さんであり、親も苦しんでおり、本人はもっと苦しん

でいる。0歳から18歳まで長期スパンの支援はとても良いことだが、グレーゾ

ーンの子の発見は、どのようにしているのか。 

 

【根上主査長】 

乳幼児期であれば健診で親御さんに伝えていく。就学後は学校や学童のスタ

ッフが気づくが、なかなか保護者が周囲の圧力等もあり、受け入れられない現

状があします。学校側も学校からこのような福祉システムに繋げるためにどこ

に相談したらよいか、あいまいと思われるので整備していきたい。 

 

【太田委員】 

学校としては家庭との関係を考えれば、直接対象家庭に発達支援を伝えるよ

りも、第三者機関が手を差しのべることはありがたいことと思う。 

 

【根上主査長】 

引継ぎは大切と考えています。学校とも連携し、支援体制の流れを作り保護

者の困り感を解消できるよう整備していきます。 

 

【伴副会長】 

我孫子において、幼児期は手厚いフォローがあるが、学齢期以降の支援体制

が問題でした。そこはどのような改善が図られているのでしょうか。 
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【根上主査長】 

市でも、こども発達センターと教育研究所の在り方について検討していま

す。教育研究所は、子どもへの直接療育ではなく学校への支援です。学齢期に

おける療育となると民間の事業者。放課後デイサービスは預かりではなく療育

を行う場。しかし専門家が多いわけではないため、療育の質を上げるため児童

通所支援部会で話し合っていきます。 

 

【菅原委員】 

子どもがグレーゾーンであると認識している親であっても、親自身がこども

発達センターや教育研究所に足を運び、常につながっていないと情報は得られ

ず、不安は解消されないのではないか。このシステムが活性化されることを強

く望みます。 

 

【事務局 岡本課長】 

療育教育システム連絡会の委員として会議に参加しています。こども発達セ

ンターは主に就学前の子どもが対象で、発達に支援が必要なお子さんだけでな

く、子育てが不安という親子も対象にしています。通所が必要であれば子ども

だけでなく、親御さんも一緒に来てもらい、子どもの理解や接し方等の保護者

支援も行っています。 

また、保護者の希望により小学校に入学する子どもを対象として、通所の状

況等から入学後の支援に関することを書面で記載し保護者に渡しているので、

学校に提出し、子どもの支援に利用できるようになっています。 

こども発達センターで子どもや親と関わりを持っていても、就学後にその関わ

りが上手く生かせないことが課題であり、今後の課題として協議を行っていく

こととなっています。 

 

【箕輪会長】 

 ほかにご質問はありますでしょうか。ありがとうございました。 

ここで 10 分間、休憩を取りたいと思います。 

 

― 休憩 ― 

 

【箕輪会長】  

それではヒアリングを再開します。 
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【箕輪会長】 

「通常保育事業」について、保育課からお願いします。 

 

【保育課 星課長】 

 保育課星です。お渡ししました、質問への回答に添ってご説明いたします。 

 

質問１.教育・給付支給に係る給付認定及び利用者負担額の決定に当たって、事

務手続き上、保護者又は担当者が困ったことや改善すべきことはあるのか。 

 

質問１の回答．保護者にとって保育認定区分、保育の必要性の事由や家庭の状況

が変わった時の手続きがわかりにくいのではないかと思っています。 

担当者としては、保育標準、短時間認定及び利用者負担額決定の事務が煩雑化

しています。子ども・子育て支援新制度は、手続きが複雑であるため、各施設長

が制度を十分理解し、施設利用者の支援が必要です。そのため、必要に応じて市

内全施設長が集る我孫子市保育推進検討委員会（年３回実施）で手続き等の共通

認識に努めています。国は、制度の改善に向け、地方からの提案に基づき法令の

改正を実施しています。 

【改正例】 

法令では保育認定申請があった場合、30日以内に保育認定証を発行すること

となっていますが、 

(1)保護者が保育認定証の交付を希望しない場合は、交付しないことができる。 

(2)満３歳に到達した場合の３号認定から２号認定に変更（職権により）した保

育認定証の送付を年度末にまとめて送付することができる。 

 と改善しています。 

 

質問２.保育園・幼稚園が認定こども園に移行する場合、保育士と幼稚園教諭両

方の資格を持つ人材を確保する必要があるが、保育士の確保に向けてどのよう

な対策を行っているのか。また、現在一方の資格のみで働いている人に対して、

市が資格取得を援助する考えはあるのか。 

 

質問２の回答．保育士確保に向けて、私立の施設も含め市の広報、ホームページ

に掲載しています。さらに各施設ではハローワークにも随時登録受付を行って

います。卒業後の就職先として繋がれるよう、保育士養成施設と連携して実習生
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の受け入れを公立・私立保育園で実施しています。 

29年度から聖徳大学と我孫子市が連携協定を締結し、連携協議の中で保育士

の募集を積極的に啓発していただくようお願いしています。 

一方の資格のみで働いている人に対して、市が資格取得を援助する予定はあ

りません。ただし、保育資格や幼稚園教諭免許取得にかかる受講料や教材費等

の２分の１を国（1/2）と県（1/2）が補助しています。 

 

質問３.平成29年度の事業の課題と対策に、国の保育配置基準を満たすよう保育

士の確保に努めていく、と記載されている。自治体によっては保育士を確保する

ため給料等の待遇面を厚くしている市町村があるが、我孫子市は保育士の数の

現状（過不足）と待遇面での優遇措置をしているのか。 

 

質問3の回答．保育士数の現状は、保育園入園児童に対する保育士の不足はあ

りません。ただし、予備保育士が不足している私立保育園等があります。公立

保育園では、今後の入園児童に対応するため保育士派遣を活用する予定です。 

私立保育園等の保育士待遇面については、法人に対し保育士宿舎借り上げ支

援(13人分)事業補助金や給与加算手当補助金を交付しています。 

正規職員  ４年未満       45,000円/月 

      ４年以上 ７年未満 48,000円/月 

      ７年以上10年未満  51,000円/月 

      10年以上       55,000円/月 

非正規職員            20,000円/月 

 

質問４.待機児童ゼロはとてもよいことであり市の努力に感謝申し上げます。 

①小規模保育所等を含め、園が増えたことにより今後少子化へと向かっていっ 

た際に、保育所・幼稚園・こども園が経営・運営上維持できるのか、というこ 

とを不安に思っている。そのあたりの市の見通しを教えていただきたい。 

②特に保育所（２号・３号）について、兄弟で別の園に行くことになった、近く 

の希望した園に行くことができない、障害やアレルギーなどの理由で園に入 

園を断られた、などという状況はあるのか。もしあるなら、市としてどのよう 

な改善を考えているのか。 

③給付事業の評価とは直接関係ないが、保育所や幼稚園・こども園における保育 
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の質を向上させていくために、我孫子市として何か具体的に実施しているこ 

とや今後実施しようとしていることがあれば教えていただきたい。 

例えば、研修を実施しているのであれば、研修したあとにどのように保育に生 

かされているかなど、もし具体的なことがわかれば教えてほしい） 

 

質問４、①の回答．我孫子市の子ども・子育て支援事業計画の保育の量は、本来、 

認可定員で必要量を計画しますが、過大整備を避けるため、実利用定員（定員の

弾力化）で計画しています。今後、少子化へと向かっていきますが、計画は認可

定員＝利用定員とする方向で見直しをしていきます。 

利用定員と実利用定員（定員割れ）との乖離が大きく園の経営に多大な影響

を及ぼしかねないなどの事情がある場合には各施設の意向を尊重しつつ、適切

に利用定員の変更を検討していきます。 

子ども・子育て支援新制度以降の保育園等整備は、賃貸物件や借地による保育

の受け皿を拡大してきました。各施設の賃貸借期間満了の際の子どもの状況に

より、運営を継続するか閉園するか判断するものと考えています。 

 

②の回答．現在、兄弟で別の園に行くことになった世帯は２世帯です。別となっ

た理由としては、０歳の育児休業明け予約で入園できたのに、育児休業給付金が

２年まで延長されたことに伴い、入園予約をキャンセルし育児休業を延長した

ことによるものです。 

待機児童ゼロを実施しておりますが、定員の空き状況等により、必ず希望の

園に入園できるとは限りません。ただし、私立保育園等は利用者の希望した園

に概ね行くことができているものと思っています。また公立保育園では、定員

に空きが出た場合は年度途中でも公立間で転園することを可能としています。 

障害やアレルギーなどの事由がある方には、主治医の意見書等を提出して 

いただいております。その中で各施設の受け入れ体制が整わない場合は、入園

時期が希望に添えない場合があります。 

今年度から、看護師設置と支援の必要な子に対する保育士加配の人件費に対

する補助事業を開始しました。 

 

③の回答．・年２回公立私立市内合同研修会を実施しています。 

・年３回学年ごとにテーマを決め、公立私立合同年齢別研修会を実施していま
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す。年齢別研修会では、施設間で情報交換を実施し、日頃の保育に生かして

います。 

・各園園内研修を実施し、研修会で学んだことを職員同士共有しています。  

・幼保小連携研修会として今年度は各保育園、幼稚園の保育参観を実施し他園

の様子を参観し良い機会となりました。 

・キャリアアップ研修を実施しています。 

 

質問５.県の資料によると、我孫子市周辺では印西市と八千代市で30年4月の待

機児童数が前年度より増加しています。待機児童ゼロを掲げる我孫子市として

この状況をどのように捉えるのか、また広域保育についてどのように考えてい

るのですか。また、現時点で市外在住の利用児童数は何人ですか。 

 

質問５の回答．印西市と八千代市におかれましても、待機児童ゼロとするため、

子ども・子育て支援事業計画を必要に応じて見直しをしているものと思ってい

ます。それぞれの市がマンション等の建設により、見込んでいる保育ニーズ量が

想定より多くなっていることが想定できます。 

広域入所については、９月５日に千葉県主催による「千葉県待機児童対策協議

会」が開催されました。我孫子市も出席し、他市の状況と今後の方向性について

協議を重ねていくこととなります。 

我孫子市の広域入所については、市民の方を優先とし、施設が定員割れするな

ど定員に余裕がある場合は、今後も我孫子市在勤・在学に限り広域入所を実施し

ます。 

〇市外在住の利用児童数は25名。（８月１日現在） 

保育園 19名 

 柏市9名、印西市２名、松戸市２名、白井市２名、龍ケ崎市２名 

 取手市１名、利根町１名 

認定こども園 ６名 

 柏市３名、取手市２名、印西市１名 

〇市外保育園等の利用児童数は22名。（8月1日現在） 

保育園 ７名 

 柏市２名、冨里市１名、松戸市１名、高崎市１名、龍ケ崎市２名 
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認定こども園 13名 

 柏市４名、龍ケ崎市１名、稲敷市２名、利根町５名、河内町１名 

事業所内保育所 ２名 

 利根町２名 

通常保育事業については以上です。 

 

【箕輪会長】  

何かご質問などありましたらお願いします。 

 

では、次に、「ファミリー・サポート・センター」について、引き続き保育

課からお願いします。 

 

【星課長】 

質問１.ファミリー・サポート・センターの提供会員は、市内または近隣市町在

住で心身ともに健康で子育てのお手伝いができる方だが、現在の登録数は何人

か。また、活動開始前の講習会のカリキュラムを教えていただきたい。 

 

質問１の回答 

●会員数（平成30年７月末現在） 

 提供会員 229人   両方会員 ８人   利用会員 366人 

●講習会カリキュラム 

 ★緊急救命講習 

 ★厚生労働省の通知で提示されている講習カリキュラム（下記） 

講座項目 講師  時間 

１ 保育の心  保育士・保健師   ２ 時間 

２ 心の発達とその問題 発達心理の専門家  ４ 時間 

３ 身体の発育と病気  小児科医  ２ 時間 

４ 小児看護の基礎知  看護師・保健師 ４ 時間 

５ 安全・事故   医師・保健師・保育士  ２ 時間 

６ 子どもの世話   保健師・保育士  ２ 時間 

７ 子どもの遊び 保育士 ２ 時間 
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（９項目・24時間） 

 

質問２.ファミリーサポートの需要が高まっているようだが、サポートを行う家

庭の確保についてはどのような見通し、考え方をしているのか。 

 

質問２の回答．提供会員についてはここ数年微増となっていますが、高齢化もあ

り、提供会員の確保については課題となっています。 

 

質問３.目標値の２倍近い利用があるが、対応できているのか。会員（特に提供

会員）募集の取り組みはどのようになされているのか。 

 

質問３の回答．現在、援助依頼については、基本的にはお断りはせず調整してい

ますが、提供会員の高齢化が進む中、提供会員の確保が課題となっています。 

会員の募集については、市の広報やホームページ、チラシを通じて行っている

他、提供会員については、民生委員の定例会や、子育てサポーター・子育て支援

員研修などにも出向き様々な方法で募集しています。 

また、定期的に親子サロンを開催、子育てイベントなどにも参加しファミリ

ーサポートセンター事業の周知に努めています。 

 

質問４.実施結果では毎年の利用件数が増加しており、達成度も平成27年度

150％、平成28年度165％、平成29年度189％と右肩上がりの数値です。 

①目的としては、会員相互間の援助活動を支援するとなっているが、お互いの理 

解不足によりトラブルに発展してしまう事例はあるのか。 

また、トラブル解決の為に行っている対応策を教えていただきたい。 

②過去３年の達成度が150％～189％だが、目標値の設定根拠はどのようにして 

いるのか。 

③平成29年度実績報告より実施結果の目標値（年間延べ利用人数）の設定が 

毎年（平成27年度～平成31年度まで）同じなのはなぜか。 

 

８  子どもの栄養と食生活
  

栄養・保育学科栄養学の
専門家、管理栄養士等 

３ 時間 

９ 事業を円滑に進めるために ファミリー・サポート・セ
ンターアドバイザー等 

３ 時間 
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④利用件数増加の要因としている、「就労状況や家庭環境の多様化」とは具体的 

にはどういうことか。 

 

質問４、①の回答．今のところトラブルに発展してしまう事例はありません。フ

ァミリーサポートセンターのアドバイザーが日頃から会員間の意思の疎通を図

るための助言や個々の子どもに適した利用調整を行なっています。 

また、年４回発行している「ファミサポ通信」を通じ、お互いに気持ちよく活

動するためのルール等の周知に努めています。 

 

②の回答．計画策定時（平成26年度）の実績をもとに制定しています。 

 

③の回答．子ども総合計画の期間中（平成27年度から平成31年度）は目標値の変

更はせず同じ値を掲載しています。利用件数が目標値を大幅に超えているため、

今年度からサブ指標の設定を検討します。 

 

④の回答．働く女性の増加・ひとり親世帯・核家族世帯が増加する中、臨時・パ

ート・派遣・嘱託職員など雇用形態の多様化や勤務時間の長時間化等により、保

育園等従前の保育サービスだけではなく保育園が終了してから親が帰宅するま

での間の支援が必要となっています。 

 

質問５.事故などの責任については、誰がどのように負う、などについて明確に

されているのか。 

 

質問５の回答．市には実施状況の把握、事業の管理監督責任がありますが、事故

が生じた場合は基本的には当事者間で解決していくことになります。 

援助活動中に事故が生じた場合は、市、センターは、事故発生状況について正

確な情報収集に努め、中立な立場から会員間の連絡・調整を行ない、継続的に両

会員に寄り添って円滑な解決に向けた取り組みを行ないます。 

また、事故（治癒に１ヶ月以上）の報告等については省令等に基づきすみやか

に県を介して国に報告することとされています。 

なお、ファミリー・サポート・センターでは援助活動中の事故に備え、「地域

子育て支援補償保険」に加入しています。 
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質問６.ファミリーサポートを行う家庭のサポート制度（困ったことの相談・研

修実施）などについて実績があれば教えていただきたい。 

 

質問６の回答．会員からの相談はその都度受けています。年度末に行なう更新手

続きの際には家庭状況、進級等に伴う生活状況、援助内容に変更がないか等確認

を行います。また、困ったことの相談は必要に応じ市の担当課につないでいます。  

その他「バス遠足」「全体交流会」などを開催しており、会員相互の交流や情

報交換を行っています。提供会員を対象に、「フォローアップ研修」、「バス研修」

を実施、活動の質の維持・向上に努めるとともに、会員どうしの交流、日ごろの

活動について意見交換をしています。 

 

質問７.会員アンケートは次年度の実施にどのように活かされているのか。 

 

質問７の回答．要望等については市で検討し事業の改善に活かしています。 

（例）休日保育の対象を保育園児から学童児までに拡大（平成２７年度～） 

 

質問８.課題と対策欄について、事業評価するにあたり、的確に課題が捉えられ

ていて対策が講じられているのかが不明瞭であるため詳細に記載していただき

たい。 

 

質問８の回答．利用件数が増加する一方で提供会員は微増となっています。 

現在、援助依頼については、基本的にはお断りはせず調整していますが、提供

会員の高齢化が進む中、提供会員の確保が課題となっています。 

会員の募集については、市の広報やホームページ、チラシを通じて行っている

他、提供会員については、民生委員の定例会や、子育て支援員研修などにも出向

き様々な方法で募集しています。 

また、定期的に親子サロンを開催、子育てイベントなどにも参加しファミリ

ー・サポート・センター事業の周知に努めています。 

 

【箕輪会長】  

ありがとうございました。それでは皆様、質問をお願いします。 
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【鎌田委員】 

利用人数が11,500、対して提供会員は何人ですか。 

 

【星課長】 

提供会員は229人。1人の方が1日に違う利用者の対応をしています。 

 

【鎌田委員】 

それはボランティアですか。 

 

【星課長】 

平日は１時間700円、土日祝日は１時間900円の有償で、提供会員に支払われま

す。 

 

【箕輪会長】 

以上で終了となります。本日のヒアリングを踏まえ、この６事業の評価 

を市に提出します。 

評価にあたっては、「事業内容が趣旨・目的に合っているか」、「実施内容 

は充実しているか」、「子どもの育ちや保護者のニーズに合っているか」、「課 

題を的確にとらえ、対策を講じているか」、といった視点で評価していただき 

たいと思います。 

評価書の様式や、提出時期については、事務局より説明をお願いします。 
 

（２）平成 30 年度重点６事業の評価について 
【事務局 中場課長補佐】 

資料３（案）事業評価書にまとめていただきたいと思います。様式では、「評

価できること」、「改善が必要」、「今後期待すること」、と分けました。裏面には、

会長からご説明がありました、評価のポイントを記載しています。みなさまから

出された評価を事務局でまとめ、会議で修正等行い、市に提出いたします。 

また、今年度は、「委員個人の意見」は提出せず、審議会の意見のみ提出した

いと考えています。 

 

【箕輪会長】  

 評価書の様式について、また、個人の意見は提出せず、審議会の意見のみ 

評価書を提出する、ということについていかがでしょうか。 

 

― 異議なし ― 
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【事務局 中場課長補佐】  

後日様式を送付いたしますので、期限を 9月 28 日（金）としてご提出をお

願いいたします。 

 

（３）平成 31 年度保育園の入園について 
【箕輪会長】  

つぎに議題（３）平成 31 年度保育園の入園について、保育課からお願いし

ます。 

 

【星課長】 

  来年の保育園の募集の時期になりました。保育園、認定こども園、小規模保

育事業所等、我孫子市の入園の方法についてご審議をお願いいたします。 

他市町村は待機児童が出ていることもあり、希望に沿う、沿わないに関係な

く全て市が利用調整をしています。我孫子市の場合、待機児童がなく、また、

子ども・子育て会議の意見を聞いた場合は、希望する施設に可能な限り児童が

入園できるよう利用調整しても良いことになっています。 

31 年４月入園までの流れですが、今年も 11 月１日から 15 日の概ね２週間

は私立保育園の入園希望期間として設けています。公立保育園の希望期間は、

受付を 11 月 1 日から 30 日の 1か月間を基本として募集を開始します。公立の

場合は来年 1月 21 日まで受付をして、４月の入園の決定をしていきます。 

私立はこの２週間で希望を一度切り、申し込みの提出先を各保育園と、今年

は保育課にも提出していただける形にしました。各保育園に集まった申込書と

保育課に集まったものを保育課が点数をつけ、希望保育園ごとに利用調整し、

入園を決定していくような手法にしています。昨年は概ね第１希望の私立保育

園に入れているのですが、希望園からもれた人が次に入れる園を探さなければ

ならないという課題があり、今年は保育課で、第１希望の私立保育園に入れな

い場合、第２希望以降の園に空きがあれば入園を決定していく手法に変えさせ

ていただいています。いずれにしてもなるべく保護者の希望の保育園に入れる

よう、他市とは違った手法となります。お陰様で 32 年間待機児童ゼロを堅持

していることも踏まえ、入園方法を今年度も、ほぼ直接契約という形で進めさ

せていただければと思います。 

また、案内も少し細かくしまして、資料の 7ページ、「10 月 1 日時点の 31 年

4 月入園の空き状況」で、空欄になっていますが、私立と公立で現在調整をさ

せていただいています。昨年課題になったのは、こういった状況を出していな

かったことによって、私立保育園のクラスに空きがないのに申し込みを受け付

けてしまった事例がありましたので、今年は最初から各保育園の年齢別の空き
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状況も案内に掲載して、より丁寧に入園を円滑に進むように配慮させていただ

きました。来年 4 月入園の説明は以上です。 

 

【箕輪会長】  

ご質問などありましたらお願いします。 

 

【箕輪会長】  

つぎに議題④子ども部からの報告です。 

今回は子ども支援課からの報告となります。 

 

【事務局 岡本課長】  

子ども支援課からの報告は 3点になります。 

1 点目はあびっ子クラブの開設です。平成 26 年度に我孫子市放課後子ども

総合プランを策定し、あびっ子クラブ等の整備計画もそこにあります。27 年

度に 7校であったあびっ子クラブが、今年の９月１日をもちまして、布佐小

学校に 13 校目となるあびっ子クラブを設置し、これにより、計画どおり全小

学校にあびっ子クラブの設置が完了しました。布佐小のあびっ子クラブの登

録人数は、97 名で、布佐小学校児童の 47％の方に登録していただいておりま

す。 

２点目の報告は、事業の名称と手法を変更した、手賀の丘フレンドシップ

ツアーです。これまで、手賀の丘宿泊通学、という形をとっており、平日に

手賀の丘少年自然の家に２泊し、そこから学校に通う事業でしたが、今年度

からは金曜日と土曜日を利用し、金曜日に１泊する形にしました。第１回目

を７月６日、７日に実施し、33 名の子どもが参加しました。 

平日の実施では、朝食が登校時間の関係で自然の家で提供される朝食ではな

く、購入した菓子パンとなってしまうことや、宿題が出ているお子さんはみ

んなと一緒の行動ができない、などの課題がありました。手法を変え、金・

土曜日を利用することにより、朝食をゆっくり取ることができ、その後の野

外炊飯へもスムーズに移行できることや、宿題が出ている場合でも自宅に戻

ってから済ますことができるようになりました。 

３点目の報告は、青少年相談員と市の共同主催である青少年キャンプ事業

です。昨年度までは７月の下旬、夏の暑い時期に実施していましたが、熱中

症や具合が悪くなる心配もあり、今年度は 10 月 13・14 日に実施することに

しました。対象の子どもは４年生から６年生、参加費は 2,000 円、募集人数

は 40 人の予定で、現在ホームページで 9月 12 日まで募集をしているところ

です。以上です。 
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【箕輪会長】  

なにかご質問等ございますか。 

 

【増田委員】  

青少年キャンプの開催時期ですが、今年は 10 月 13、14 日ということですが、

来年以降もほぼ同じ時期に行うのですか。 

 

【事務局 岡本課長】  

青少年相談員と市の共同主催であり、青少年相談員の全体事業としての位置

付けもあるので、来年以降については話し合いで決めることになります。 

開催時期を 10 月に変更し、上手くいけばその方が良いかと思っています。 

 

 

【箕輪会長】  

以上で議題及び報告事項は全て終了しました。その他でなにかございますか。 

 

【事務局 中場課長補佐】  

次回第３回の会議につきまして、日程調整表をお出しいただき決めますが、会

議内容は、次期計画策定に関するニーズ調査票等の確認を予定してます。ニーズ

調査票等は、庁内の作業部会等で確認の後に子ども・子育て会議にお示しします。 

また、計画策定支援事業者が決まりましたので、次回会議では事業者も同席する

予定です。 

 

【箕輪会長】  

以上で本日予定していた議題は、すべて終了しました。 

これで第２回子ども・子育て会議を閉会といたします。長時間にわたりお疲れ様

でした。 


