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平成 30 年度第３回我孫子市子ども・子育て会議 

 

１ 開催日時 平成 30 年 11 月 11 日（日） 午前９時～ 

 

２ 開催場所 我孫子市役所 西別館４階会議室  

  

３ 出席者  

（委員）  

○箕輪会長、○伴副会長、○水野委員、○池田委員、○会田委員 

○鎌田委員 、〇増田委員、〇菅原委員、〇間弓委員 

（市職員） 

森子ども部長、星子ども部次長兼保育課課長、阿部子ども相談課長、 

遠藤こども発達センター所長 

（事務局）  

岡本子ども支援課長、中場課長補佐、山本主任 

（コンサルタント業者） 

株式会社名豊 糸魚川氏  

 

４ 議題  

（１） 市民意識調査調査票について 

（２） 我孫子市子ども・子育て会議条例の一部改正について 

（３） 子ども部各課からの報告 

 

５ 配付資料  

【事前配布資料】 

資料１ 市民調査の概要 
資料２ 次世代育成支援対策推進法の分類について 

資料３ 次期子ども総合計画（2020 年度～2024 年度）策定スケジュール 

資料４ ニーズ調査票 未就学児の保護者用 

資料５ ニーズ調査票 小学生の保護者用 

資料６ H30.11.08 版調査票案への意見 

〇平成 30 年度第１回子ども・子育て会議概要 

〇児童虐待防止月間啓発チラシ 

〇オレンジリボン 
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【当日配布資料】 

 〇療育・教育システム連絡会の概要 

 

６ 議事 

【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

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９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。 

尚、本日は、子ども総合計画策定の支援をしていただきます事業者に同席し

ていただいておりますので、ご紹介いたします。 

株式会社名豊の糸魚川(いといがわ)さんです。 

 

【㈱名豊】 

株式会社名豊の糸魚川と申します。宜しくお願いいたします。 

 

【全員】 

よろしくお願いします。 

 

【事務局 岡本課長】 

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】 
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みなさんおはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

本日の傍聴人の方はいらっしゃいません。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市民意識調査調査票について、事務局より説明してくださ

い。 

 

【事務局 山本主任】 

― 各種市民意識調査の趣旨・対象者・調査数・実施時期、配布した調査票

等説明 ― 

 

ここまでで何か質問等、ございますでしょうか。 

 

【増田委員】 

資料１の①と②の保護者に無作為に配りますが、未就学児は０才から概ね６

才までで、就学児は６才から 18 才までですか。 

 

【事務局 山本主任】 

就学児は 12 才、小学校６年生までです。 

 

【増田委員】 

中学校と高校生は対象ではないですか。 

 

【事務局 山本主任】 

そうです。未就学児は保育園等、就学児は学童保育のニーズを把握すること

が主な目的なので、０から 12 才を対象と考えて頂いければと思います。 

 

【箕輪会長】 

次に、調査票の内容の説明を、名豊・糸魚川さんよりお願いします。 

まず始めに、子ども・子育て支援事業に関わる、ニーズ調査票・未就学児の

保護者用からお願いします。 

 

【㈱名豊】 

― ニーズ調査票・未就学児の保護者用について説明 ― 

 

【箕輪会長】 

今ご説明いただいた、ニーズ調査票（案）の未就学児についてご意見・ご質
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問をお伺いします。皆様いかがでしょうか。順番によろしいですか。 

 

【伴副会長】 

この調査票は、実際に我孫子市でやっていることだけではなく、これからや

ろうとしていることなんだろうと思いました。例えば、平日の定期的な教育・

保育事業の利用状況を聞いている、問 12、問 13 の中で、ファミリーサポート

センターとありますが、我孫子市だとファミリーサポートは事業なので、場所

としてのセンターがあるわけではないと思います。全国的に聞いている内容だ

からこのように書いているのであって、我孫子市にあるかないかは区別してい

ないということでしょうか。私が回答する場合、「どこかにあるのかしら」と

迷うかもしれないところが、問 12、問 13 です。 

それに対して問 15、これは実際に我孫子市で行っていることですが、この辺

の区別がわかりにくく、迷うのではないかという気がします。どんな意図があ

るのかと、「子ども食堂」というのは、我孫子市の中でもいくつか行われてい

ます。それは定期的ではないからかもしれませんが、問 12 に入るのではない

でしょうか。全国統一のもので示されているものだから違いがあるのかなぁと

思いますが、どのような考え方で設問を設けているのかをお伺いしたいです。 

 

【事務局 山本主任】 

問 12 は前回のものから各関係課で確認し、我孫子市用に選択肢の表現をか

なり修正しました。まだ庁内での精査は続いている段階で、表現の変更、選択

肢の説明についてはまだ修正しようと思っています。実際に利用状況を問う設

問なので、選択肢は我孫子市にある事業を掲載するつもりです。 

対しまして利用希望を問う問 18、問 21、問 23 などの設問は、「学童」の日

曜日の預かりやファミサポの宿泊などの我孫子市でやっていない部分も含んで

ニーズを取る形で考えています。 

問 15 は、認知度を知りたい事業を関係課から上げてもらい入れ込んでいま

す。調査の中でニーズを図るべきとされているものとはリンクしていない状態

です。 

問 12、問 13 について、ニーズを取りたいもの以外の選択肢を追加してしま

うと、ボリュームが増えてしまうため、国から示されているものは、なるべく

国が意図している選択肢に限るような形で考えています。 

 

【㈱名豊】 

問 12 の選択肢の 10 番「ファミリーサポートセンター」は、国から、この形

で示されております。他市でも、実際にセンターがあるわけではない、という
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ことで、これを修正している自治体もあります。その修正の仕方としまして

「ファミリーサポートセンターの利用」という形で選択肢を変えて対応してい

る所もあります。 

 

【事務局 山本主任】 

市民に伝わるような表現にならないと、実際に利用していても〇がつかない

のではないかということですよね。 

 

【事務局 中場補佐】 

また、問 15 と同じように問 12 にも「子ども食堂」が入るのではないかとい

うご質問だったかと思いますが、問 12 は、教育・保育施設の利用状況を伺う

ものです。問 15 は、実際に市の行なっている事業の認知度、現状、希望を伺

う問いです。また「子ども食堂」は市が直営でやっているものではなく、市内

のＮＰＯ等の団体がやっている事業なので、問 15 では認知度、現状、希望に

ついて問うけれども、問 12 の教育・保育事業の利用状況については入れない

という区別をしています。 

 

【箕輪会長】 

続きまして、菅原委員いかがでしょうか。（特になし） 

水野委員お願いします。 

 

【水野委員】 

市の子育て支援、保育園のニーズ調査が以前にあったと思いますが、実際に

は「利用したい」という正確な気持ちを表わしているものとは限らない場合が

あります。問 15 に書かれているような「それぞれの役割を担っている部署」

があると思いますが、そちらの現場の人の声も反映させる設問があってもいい

のではないかと思います。そうでないと、いろんな面で「ないよりはあったほ

うが良い」という気持ちになり、最終的には「では子育てに関して全部丸投げ

ですか」となってしまいます。そういう事ではなくて絞り込み、行政としての

あり方として、どういう方向性がいいのかを提示した上で本来あるべき姿の子

育て支援を考えていかなくてはいけないと考えております。 

といいますのも、学校教育において週５日制が始まった時の話です。土曜日

は子どもを帰す、家庭と子どもと一緒に過ごすという大前提で国が音頭を取っ

て始めたはずなのですが、結果的に労働環境が整わないために子どもが家に取

り残されてしまい、「学校さん預かってください」ということで土曜学校がで

きてしまい、「だったら、土曜日に学校やったらいいんじゃないか」と本末転
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倒な話になりがちなんです。 

このように、片方だけのことを優先して進めていくと、やはり全体としてバ

ランスが取れなくなっていってしまう可能性があります。関係する事業所を見

ても、反映させるような仕組みがあったらいいかなと感じました。 

 

【増田委員】 

今回の調査とは別な専門性をということですね。 

 

【水野委員】 

そうですね。 

 

【箕輪会長】 

池田委員お願いします。（特になし） 

増田委員いかがでしょうか。 

 

【増田委員】 

支援事業の利用ニーズを把握することで作ったのでしたら、この内容でいい

と思います。ただ、一昨日メールを頂いて、子どもが未就学児であった頃を思

い出しながら実際にやってみました。やっていくにつれて「あれ、親って子ど

もを放棄していいのかな」「このサービスを利用すればいいのかな」というよ

うな、変な考えが生まれてきてしまいました。 

私は県内の子ども部会の育成会の活動をさせていただいて、県の教育部に、

「うちの子は箸が使えないのだけど、学校給食では箸の使い方を教えていない

のですか」と学校に変なクレームがくる。学校が、「今までどうされていたん

ですか」と聞くと、「うちの子はフォークとナイフですから」と。小学校４年

生くらいになると、部活動があって、吹奏楽部、陸上部、学校によってまちま

ちですが、たまたま子どもが陸上部に入っていて、「靴の紐が結べない」、「陸

上部の先生は紐の結び方を教えないんですか」と、そういうのは今までは親御

さんが子どもに、しつけとして教えるものだと思っていました。 

アンケートに回答してみたところ、「親は何もしなくても、預ければ子ども

達にしつけをしてくれる、支援センターなどがありますよ」と思えてしまっ

た。これは個人的な意見なのですが。調査票としてはよろしいのではと思いま

す。 

 

【箕輪会長】 

次に会田委員いかがでしょうか。 
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【会田委員】 

３点ほどあります。問 10 の「子育てする上で、どのようなサポートで助か

っていますか」ですが、個人的には医療費受給が一番助かっているのですが、

そういった意味でのサポートと捉えていいのかどうかお尋ねします。 

問 11、その他の就労状況について、私は一週間５日勤務で、７時間労働をし

ています。これは時間でいうフルタイムでパート・アルバイトと考えていいの

か、雇用形態として考えていいのかと、選択で迷ってしまうところがありま

す。 

問 23、あびっこクラブのところで、「事業の利用にあたっては一定の料金が

かかります」と表現されていますが、あびっこクラブは年間の登録料だけがか

かるので、「事前に登録料がかかります」という表現が適切ではないのかと思

いました。以上です。 

 

【箕輪会長】 

市の方から今のご意見について何かありますか。 

 

【事務局 山本主任】 

問 10 について、サポートにどこまで含んでいるか分かりにくいということ

ですね。例えば、例示を記載するか、例示でなくても「種類に限らずお答えく

ださい」という記載をして、何でも書いて良いとわかると回答しやすいでしょ

うか。 

 

【会田委員】 

そうですね。近所の方が子どもの送迎とか、そういった系統でいいのか、実

際に自分が生活していくのに、病院の医療費が安く済むというように踏み込ん

で書いて良いのかと、判断に迷ってしまいました。 

 

【事務局 山本主任】 

わかりました。設問に「周囲（身近な人、市役所など）」と記載されていま

すが、これだけでは判断に迷うということですね。 

 

【会田委員】 

市役所だと遠い、制度になると考えてしまうので。 

 

【㈱名豊】 
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実はこの自由記述は国の方から示されていますが、計画に反映するときには

自由記述は非常に活用しづらいものがありまして、ある程度はカテゴリー分類

して、こういった意見という形で集計してゆきたいと思います。しかし、自由

記述となっている国の意図としては、市民の皆様がサポートを、逆にどう捉え

ているのかというところも幅広く把握したいのではないかと思いまして、あま

り枠を決めないで自由に、そのあたりを書いて欲しいというのがあると思いま

す。 

 

【箕輪会長】 

問 11 と問 23 についてはいかがですか。 

 

【事務局 山本主任】 

雇用形態で聞いていますが、勤務時間についての注釈があるために回答に迷

ってしまうということですね。 

 

【増田委員】 

パートなのかアルバイトなのか正社員なのかで、あまり難しく考えなくても

いいのでは。 

 

【鎌田委員】 

正社員かアルバイトかにすれば良いと思います。フレックスタイム制でした

ら８時間以内であっても働けるので、7.5 時間で正社員として働く会社もある

ので、正社員かアルバイトかで訊く方が良いと思います。いかがでしょうか。 

 

【事務局 山本主任】 

国の方からの設問ですからそこまで表現は変えられないです。 

 

【鎌田委員】 

「フレックス等を含めて」とすれば良いと思います。 

 

【㈱名豊】 

そうですね、そのほうが良いと思います。 

 

【事務局 山本主任】 

ではその様な形に変更します。そして、問 23 の利用料ですか。 
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【会田委員】 

月々の料金がかかるのかなと思ってしまいます。これから就学される方だ

と、あびっ子の制度を良く知らないと思います。総額料金がかかりますという

表現の方がいいのではないかと思います。 

 

【事務局 山本主任】 

この部分については、他のところでもそうなのですが、一定の料金という形

にしていて、この表現だと知らない人は答えにくいという意見が出ていますの

で、書ける範囲で工夫をしていきたいと思います。 

 

【間弓委員】 

「もっと知りたい方はホームページを検索してね」としておくと、これから

就学する親御さんにとって「あびっ子クラブ」と「学童」の違いが案内できて

良いかと思います。「あびっ子クラブ」と「学童」の料金の違いは案外大きい

と思います。利用できる時間帯の違いというのも二つの大きな差だと思うの

で、いかがでしょうか。 

 

【事務局 山本主任】 

調査票の配布時には、「こういう趣旨で調査をお願いします」というあいさ

つ文と、用語説明集や事業の一覧のようなイメージのものを添付する予定で

す。そこに、例えばＱＲコードをつけることを考えていて、今日はお示しでき

ていませんが検討したいと考えております。 

調査票の中に入れ込むか、そういったもので見ながら答えてもらうようにす

るか、分かりやすい工夫をしたいと思います。ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

よろしいでしょうか。鎌田委員お願いします。 

 

【鎌田委員】 

一昨日もらったばかりですので、もうちょっと考える時間が欲しいですが。 

問 15 の認知度を聞く設問について、情報誌の「わく２、すく２」や、「あび

っ子ネット」の情報誌に対して、これを利用したことがある、利用したいとい

うのはどういうことなのかなぁと違和感があります。また、経済的な支援の部

分が入っていないので、それを入れてもらいたいなというのがあります。 

 

【事務局 山本主任】 
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確かにおっしゃるとおりだと思いますので、持ち帰りまして関係課等にも意

見を聞いてみたいと思います。ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

間弓委員お願いします。 

 

【間弓委員】 

問 11 ですが、（ｂ）母親のところで、「すぐにでも、もしくは一年以内にフ

ルタイムで就労したい」のところで、就労予定がある人もここに選択して良い

でしょうか。 

次年次にはフルタイムに就労する、学童の利用も 11 月から抽選が始まって

くると思うので、母親の働き方の形態も定まってくると思うので、フルタイム

で就労する予定の人はここの選択でいいのかなぁと思いました。 

 

【㈱名豊】 

括弧で「（就労予定）」と入れたほうが良いでしょうか。 

 

【間弓委員】 

そうですね、４月から予定がある人はいますので、「就労したい」ではなく

て「就労の予定がある」とするとわかりやすいと思います。以上です。 

 

【箕輪会長】 

すみません、私も良いですか。国の文言の変更は難しいとの前提で、まず問

12 の（２）「利用していないに〇をつけた人に伺います」の８番に「こどもが

まだ小さいため」と書いてあります。これを「家庭で子育てしたい」という表

現に変えるのは難しいのでしょうか。「小さいから」という理由よりも「家庭

で子育てを楽しみたい」という実感を持っていらっしゃる方がいます。「小さ

い」という言葉の中に「小さいから家庭で育てたい」というニュアンスと「小

さいから預けるのはかわいそう」というニュアンスとどちらにも読めるけれど

も、どちらかというとポジティブな理由でというほうが良いという印象を持ち

ました。 

７ページ、問 14 の無償化について、幼稚園と保育園しか選択肢がないので

すが、認定こども園がどうなっているのかお聞きしたいのですが。 

 

【事務局 山本主任】 

問 14 は庁内でも議論になりました。ここに認定こども園と入れると、保育
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型と教育型とありますので「選択肢が増えるしどうしようか」となりました。

教育寄りなのか、保育寄りなのか、を聞きたいので、「幼稚園（教育）」、「保育

園（保育）」と括弧書きを入れることで、うまく拾えないかなというところ

で、選択肢を工夫してみました。 

 

【箕輪会長】 

そうすると、両機能が認定こども園はあるので、「幼稚園・認定こども園

（教育）」、「保育園・認定こども園（保育）」としてはどうでしょうか。認定こ

ども園のニーズとしては教育・保育と両方受けられるからというのがあると思

うので、その利用はどっちが強いのかという意味で、認定こども園に通わせた

いと思っていらっしゃる方がいると思います。 

 

【事務局 山本主任】 

この部分の修正は可能です。ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

戻りますが市独自で訊いている問 13―２の「幼稚園を特に希望する理由」の

中に「子育てや幼児教育の情報が得られる」という選択肢を一つ付け加えては

どうでしょうか。今、幼稚園では子育ての講演会を開いたり、家庭での子育て

を考えていくという情報提供を頑張っていらっしゃったりするところが多いと

思います。そこで、子どもの事、また、相談場所だけではなくて、ポジティブ

な意味で自分たちが子育てを楽しむための情報を提供してくれる場所という意

味も入れていただけると良いなと思いました。 

19 ページ、問 26 についてお伺いします。「楽しいと感じることが多いと思い

ますか、つらいと感じることが多いと思いますか」で、この「多さ」でという

のは状況によると感じます。「楽しい」と「つらい」が両方ある人がいるので

はと思います。この設問の意図をお伺いできますか。 

それに関連してニーズを聞くので仕方がないと思う反面、水野委員、増田委

員からご意見が出ているところとも関連しますが、悩んでいる事、気になる事

を、どうサポートするかの観点で設問が作られるのは仕方がないけれども、逆

に実際の事業を見ていくと子育てを楽しむためにやっていく事業も多いので、

楽しいと思っているという意見から楽しさを広げるような、子育てを楽しむた

めの事業展開のところを意見として拾えないかと思いました。ですから悩んで

いるだけでなくて楽しさからも、悩んでいる人たちが楽しいという方向に向か

っていくためにはどう考えていったらいいのかというところも拾えると良いと

思います。そのあたりはいかがでしょうか。 
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【事務局】 

はい、ありがとうございます。今の箕輪会長から出たご意見について、名豊

さんから説明していただいてよろしいですか。 

 

【㈱名豊】 

問 26 ですが、これは尺度を表す選択肢になっていますが、検討しているな

かでは、つらいと感じていることが多い、つらいと感じるけれど、楽しいこと

のほうが大きい、そういうような選択肢を準備していましたが、尺度の方が答

え易いかなとしてしまいましたが、逆に尺度を示すことによって、どこに自分

が位置しているのか分かりにくくなってしまうということが、今のお話を聞い

ていてもあるのだと思いました。 

 

【箕輪会長】 

わかってしんどい、ということはないですか。いかがですか保護者の方。 

 

【鎌田委員】 

「楽しい」と「つらい」が別の質問のほうが良いような気がします。「楽し

いことが多いけれど、辛いことも多少ある」。あえて、同じ設問の中にするよ

り、これを分けて「楽しいと感じること」で「つらいと感じること」と別の設

問にしたほうがいいと思います。どうでしょう。 

 

【菅原委員】 

私は単純につらいと楽しいで答えるのは、その人個人の意見だからそれで良

いと思います。個人的な話をすると、当時は多分つらいことが多かったので、

３より１か２につけて、かなり助けて頂いて、おかげさまですごく楽しくなっ

てきたのは最近なんです。そういう方もいると思うので、特に疑問を感じてい

ません。皆さんの意見を聞いて「なるほど」と思います。以上です。 

 

【増田委員】 

一生懸命考えると答えが出ないと思います。パッと読んで「楽しい」、その

時の個人の心情もあるだろうし、つらい人が多いと、これは問題だから解決し

てあげないとと、行政に考えていただく要因になると思うし、何が楽しいかと

いうのもあるけれども、基本的にやらなきゃいけないことだよというのが大前

提になっていますでしょ。だから辛くても我慢してやるよ、その中で楽しさを

見出すことになるから。 
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【箕輪会長】 

事業との関係を考えていくのであれば、この尺度のほうがつなぎ易いですか

ね。ただ、気になる事や悩みだけではなくて楽しいことを訊くと、つらいけど

楽しいと感じる部分の中にどんな楽しさがあるかというところは見えてくると

良いかもしれないと思いました。 

 

【伴副会長】 

設問が「楽しいと感じることが多い」か「つらいと感じることが多い」かと

なっていますが、自分の感覚的な尺度を聞くのであれば、「多い」という表現

はやめた方が良いと思います。今の設問だと、「楽しいと感じることが多い」

か「つらいと感じることが多い」と、どちらが多いかを考えて答えなくてはい

けないので。「どう感じていますか」と訊かれると、「あ～つらい」だと１、

「どっちとも言えない」と思うと３につけてとなります。 

または、多いか少ないか、問 28 のように、数字に尺度の割合をつけてはど

うでしょうか。例えば１だったら「つらいと思う事が多い」２だったら「つら

いこともあるが楽しいこともある」となるように思ったのですが。感覚的な尺

度になると答えやすいのかなと思います。 

 

【増田委員】 

答えが出ないです。子育てしているのだからつらい時もあるし、そんなに深

く考えないで楽しいのかつらいのかで、イメージで答えるしかないような気が

しますよね。子育ては一人前にしなくちゃいけない、かわいいペットじゃない

ですから、つらいことだってあるだろうし、すごい楽しいこともあるだろう

し、例えば遊園地で遊んで楽しいけれど、子どもが怪我したら困るな、「怪我

しちゃったよ、つらいなぁ」となりますから。設問はこのままにして、その人

の感性で答えたらどうですか。結果として受け止めるだけで良いような気がし

ます。 

 

【間弓委員】 

個人的には、つらく感じることの５段階評価なり何段階かで、楽しいことも

５段階なり何段階かの評価でのほうが、答え易いと感じます。 

 

【事務局 山本主任】 

調査票のボリュームが増えますが、例えば、「つらいと感じる」を５段階に

して「つらい」に関する設問、その次に問 27 の「気になることはなんです
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か」をもってくる。それとは別に「楽しいと感じる」を５段階にして「楽し

い」に関する設問を載せる。「つらい」方は特に支援が必要な部分の施策に活

かして、「楽しい」方はイベントだとかの楽しさを生む施策に活かす、このよ

うな設問の作り方は、名豊さんどうですか。 

 

【㈱名豊】 

できると思います。ただ、楽しいと思う人を限定して訊くよりも、楽しさも

つらさも、いろんな形があります。それが混じっていると思うので、「それが

楽しいと感じることは何ですか」「つらいと感じることは何ですか」と設問は

分けてもいいと思います。 

 

【事務局 山本主任】 

では、今頂いたご意見を参考に、修正を検討致します。 

 

【箕輪会長】 

もう一点よろしいですか。就労を聞く３ページ、「就労状況」のことです

が、就労状況に限るという理解で良いですか。例えば病気、学校に通ってい

る、そういう事でも保育園に行っている場合があると思いますが、そのニーズ

については拾わず、基本的に就労のみの考え方になりますか。 

 

【㈱名豊】 

そうですね、家庭累計としてはあくまでも就労状況で見てまして、６ページ

（１）④の定期的に教育・保育事業を利用されている理由を訊く設問で「子育

てしている人が病気や障害がある」と選択肢を設けています。そこでどれだけ

の現状があるのかを把握するようになっています。 

 

【箕輪会長】 

そうすると、病気、学校に通っているような状況にある人は、この３、４ペ

ージにある問 11 には答えないことになりますか。それとも、就労していない

という旨の選択肢に〇をつけることになりますか。 

例えば７として、その他「病気や学校に通っていて就労できない」という内

容の選択肢を設けて、そのまま５ページに飛んでもらういう記載をすることは

可能ですか。 

 

【（株）名豊】 

それは可能だと思います。 
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【事務局 山本主任】 

そのように修正します。 

 

― 10 分休憩 ― 

【箕輪会長】 

続きまして、ニーズ調査票 小学生の保護者用について説明をお願いしま

す。 

 

【㈱名豊】 

― ニーズ調査票 小学生の保護者用について説明 ― 

 

【箕輪会長】 

それではご意見・ご質問をお願いします。順番にお伺いしてもよろしいです

か。では、伴副会長からお願いします。 

 

【伴副会長】 

問 22「地域の人に頼まれた場合に、お互いにサポートできると思うことはあ

りますか。」ですが、「お互いに」というのは子育て家庭同士ということでしょ

うか。それとも、一般的な地域の繋がりやボランティアのような活動も含むの

でしょうか。例えばお年寄りのゴミ出しを手伝う代わりに少しの間子どもを見

てくださいと頼むことも含むのか、ママ同士の繋がりを見たいのか、何を訊き

たいのかが疑問でした。 

 

【㈱名豊】 

設問主旨としては「ママ同士の」というところがあります。若干、設問のほ

うにお互いにサポートできるところですけれど、子育てについてと限定してい

たほうが良いのかなと今の意見で思いました。 

 

【箕輪会長】 

水野委員いかがでしょうか。 

 

【水野委員】 

問 21 についてですが、未就学児の問 29 と同じ内容です。このニーズ調査は

「子育て支援」について訊いていると思いますが、実際に市民の方々が、本当

に必要としている支援とは何なのかというところとは違うところにある気がし
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ます。元々の目的は少子化対策だと思いますので、少子化対策をするの上で、

必要なのはこのような子育てに関する組織とか質とか量とかいう問題の他に、

もっと根本的な問題があるように思いますので、そこを訊いてもらえないかな

と思います。 

 

【事務局 山本主任】 

ここにある選択肢は少し偏りがあり、さらに精査が必要だという認識を持っ

ています。計画の中では、例えば「仕事と家庭の両立を推進する」というよう

な基本目標もあり、少子化対策として必要なことを様々な面から記載していま

す。そこで、計画上の基本目標にバランス良く選択肢を設定したいと考えてい

るのですが、案を練りきることができず、お示しできず申し訳ありません。次

の修正時にはお示しいたします。 

 

【箕輪会長】 

それでは池田委員いかがでしょうか。 

 

【池田委員】 

僕の方はないです。 

 

【箕輪会長】 

増田委員いかがでしょうか。 

 

【増田委員】 

内容としては特にはありません。自分が答えるとなると「もう少し簡素化で

きないかな」と思います。でも、これだけの調査する必要があるいうことだと

思いますので、問題ないです。もらった人によってはボリュームがあるから

「ちょっとやめようかな」と思う人もいるかと思います。ささっと回答できる

人ばかりじゃないということを言いたかっただけです。以上です。 

 

【箕輪会長】 

会田委員いかがでしょうか。 

 

【会田委員】 

特に問題ありません。  

 

【箕輪会長】 
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鎌田委員いかがでしょうか。 

 

【鎌田委員】 

問 21 について、設問は「あてはまる番号を３つまで」となっています。選

択肢が 16 項目あり、少し多い気がするので、出来ればもう少し絞って 10 項目

程度のほうが回答しやすいと思います。 

問 22 について、親しい仲だと頼んだり頼まれたりができると思いますが、

それほど親しくないとファミリーサポートセンター等のサービスを利用するこ

とが多いと思うので、そういうところも含められないのかなと感じます。 

 

【事務局 山本主任】 

問 21 は先ほどの水野委員のご意見と併せて検討します。 

問 22 は、ざっくりと訊くことによって、例えばファミサポの提供会員にな

り得る人など、何らかのサポートに関われる人がいないかということを探ると

いう意図があります。 

 

【㈱名豊】 

そのとおりです。選択肢を限定しすぎるよりも広く捉えておく形で訊いては

どうかという形です。 

 

【鎌田委員】 

まわりで頼む人がいるかいないかと、もしいるとしたら、という通常の設問

としてはどうでしょう。 

 

【増田委員】 

問 22 の９番で「特にない」に〇をつければいいのではないのでしょうか。 

 

【会田委員】 

もし自分が頼まれたときに、８番までだったらできることがあるとか、何か

これ以外にもあるとか、もしくは〇がつけられない人は「自分は、自分のこと

に精一杯で頼まれてもできません」と、それだけのことになると思います。 

自分の子育てもいっぱい一杯ですが、ちょっと空いた時間で何か担えること

はあるかなといったら、私は〇をつけるところがいくつかあります。答えられ

る人と答えられない人がいて、答えられた人で把握できたら良いくらいに考え

ていらっしゃるのかなと思います。 
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【鎌田委員】 

それはそうなんですが、頼んだけれど、犯罪に巻き込まれたりだとか、そう

いう事もあるので一筋縄ではいかないのかなと思ったりします。地域で信頼し

て頼まれてやったんだけど裏切られたとか。 

 

【増田委員】 

それは設問の主旨とは違うのではないですか。「地域でお互いにできること

はありますか」と訊かれて、話し合い位だったらできるだろうけれど、「ここ

に書かれた選択肢でできることはない」、「よそとは関係ないよ」という方は、

「特にない」に〇をつけるのではないでしょうか。 

 

【箕輪会長】 

設問も「できると思う」で「やりなさい」という観点で訊いていないので、

この形で訊いても特に問題ないと考えられる気がしますが。 

 

【事務局 山本主任】 

確かに、設問を読んで人によって想像する内容が異なり、趣旨がわかりづら

くなってしまっている面はあると思います。必ずやれという事でもないので、

設問の訊き方を工夫いたします。 

 

【箕輪会長】 

そこの部分を検討して頂いて、趣旨がもう少し見えてくるような形で、文言

はこれでいいのかというところから検討してください。 

 

【水野委員】 

文言は「お互いに」と入っているから、引っかかる人がいるかもしれないで

すね。 

 

【事務局 山本主任】 

お互いというと自分もやらなきゃいけないと感じてしまいますね。 

 

【箕輪会長】 

サポーターとか、他になにかやってもらいたいというのだったら、サポート

できるという一方向だけでも、「うちは間に合っているけれどサポートはする

よ」という家庭があっても良いですよね。 
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【事務局 山本主任】 

そうですね。検討いたします。 

 

【箕輪会長】 

お願いします。間弓委員いかがでしょうか。 

 

【間弓委員】 

特にありません。 

 

【箕輪会長】 

私の方も特にはありませんが、先程の部分と重複してしまいますが、ファミ

リーサポートセンターの「センター」はどうかというところは、両方で合わせ

ていただけたらと思います。 

他にはよろしいでしょうか。 

 

【事務局 山本主任】 

ありがとうございます。調査票の①も②も、この場で「直します」と言った

ものについては修正します。「検討して直します」というものについては、皆

様の意見を参考にして修正をかけていきたいと思っています。 

先ほど、概要説明のところでお話しましたが、「あびっ子クラブ」の利用に

ついて、担当者の方から市独自で質や満足度等についての設問を追加したいと

いう話が出ているのですが、今回その部分はお示しすることができませんでし

た。そこで、本日皆さまからいただいた意見を反映させ、「あびっ子クラブ」

の設問を追加したものを修正案として一旦皆さんにお示しをします。 

そして、ご意見をメールで頂き、どんな意見が出るかにもよりますが、もし

も軽微な修正で済むようでしたら会長と副会長にお諮りし、判断を会長・副会

長に一任するという方法でいかがでしょうか。 

修正案ができてみないとなんとも言えないでしょうか。 

 

【箕輪会長】 

一旦、修正案については皆さんにお示ししてくださいますよね。 

 

【事務局 岡本課長】 

はい、お示しします。「あびっ子クラブ」の追加設問もありますので。 

 

【箕輪会長】 
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今日出された意見による細かい文言等の修正と、「あびっ子クラブ」の設問

を追加して、一度皆さんに見て頂く。その上でなにか議論があれば、意見を頂

いた上で最終的に副会長と私の方で最終確認させて頂いて、もし「皆さんにお

諮りしたほうがいいだろう」と、二人の方から出ましたら、お諮りさせて頂く

ということでよろしいですか。 

 

【事務局 山本主任】 

はい、ありがとうございます。 

 

【水野委員】 

すみません。戻りますが、①の７ページ問 13－２「理由はなんですか」とい

う質問があります。選択肢の３番「様々な行事等により地域との交流がある」

と書いています。幼稚園ですと地域行事への参加はあまり多くありません。お

そらく「園との交流がある」「園から」という意味合いが良いのではないです

か。「地域」は別途、書いて頂くほうが良いです。 

 

【増田委員】 

幼稚園で老人福祉施設への訪問等がありますね。 

 

【水野委員】 

ありますね。それは一般的には年に１度とかその程度の事です。 

というのも、保育園は保護者で園の行事を支えていくというシステムにはあ

まりなっていないと思うのですが、幼稚園のほとんどの行事は、幼稚園に保護

者が関わって運営していくものが多く、保育園と幼稚園との大きな違いかと思

います。ですから、この選択肢を見て、そういった意味で捉えたのかなと思い

ました。様々な行事というのが地域行事のことを言っているのであれば、また

ちょっと別なのですが。「園の行事」という風に訂正して頂ければと思いま

す。協会の方にも話を聞いて、付け加えるものがあればご連絡したいです。 

 

【箕輪会長】 

今そのように言って頂いたので、問 13－２のところで設問が子どもにとって

なのか保護者にとってなのかが、混ざって入っているので、そこを整理して頂

いて、「保育内容・教育内容が良い」というのは多分、子どもにとってなんで

すが、通常の保育内容と行事とは、別に捉えることができると思いますので、

そのあたりはご意見をいただいて整理していただくと良いかもしれません。 
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【事務局 山本主任】 

今日出せなかった意見がありましたら、、期限が短くて申し訳ありません

が、14 日までにご連絡いただければと思います。以上です。 

 

【箕輪会長】 

それではここで、名豊さんにはご退席いただきます。 

 

― 名豊退席 ― 

 

【箕輪会長】 

議題②我孫子市子ども・子育て会議条例の一部改正について、事務局から説

明をお願いします。 

 

【事務局 中場補佐】 

子ども・子育て会議条例の一部改正を予定しておりますので議題としました。

子ども総合計画 140 ページに条例が掲載されています。 

現委員の任期は平成 31 年７月 31 日となっています。来年度、次期計画策定

についての審議の途中で改選となり、新しく委員になられた方々は途中経過が

分からないまま審議を行うことになってしまいます。現在の任期を平成 31 年７

月 31日から平成 32年３月 31日に延期させていただき委員の交代を年度で区切

りをつけたいと考えています。条例改正方法としては、附則の部分に任期延長に

ついての記載を追加することになります。現委員におかれましては任期が長く

なってしまいますが、いかがでしょうか。 

 

【増田委員】 

具体的にどれくらいの期間、任期が延びるのですか。 

 

【事務局 中場補佐】 

８カ月です。次期計画策定完了までご意見をいただけますと幸いです。 

 

【箕輪会長】 

次期計画を策定するまで任期を延長したいというお話しでしたが、みなさん

いかがでしょうか。  

 

― 異議なし ― 
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【事務局 中場補佐】 

それでは、条例を整え、３月議会で通りましたら、４月１日から施行となる予

定です。どうぞよろしくお願いします。 

続いてご報告です。我孫子市子ども総合計画推進本部設置要綱を一部改正し

ました。これは庁内の推進体制を示したものです。改正内容としては、上位計画

である健康福祉総合計画の推進体制と合わせて市長をトップに部長をメンバー

とした本部会を廃止し、子ども総合計画の関係課長で構成される推進委員会を

組織の一番上位に置き、その下に担当職員で構成される作業部会を位置付けま

した。10 月に施行されています。以上報告でした。 

 

【箕輪会長】 

次に、議題③子ども部各課からの報告です。 

子ども支援課からお願いします。 

 

【事務局 岡本課長】 

今年度、子ども支援課で所管する事業で変更があったものを報告します。 

手賀の丘フレンドシップツアーと青少年キャンプについて、時期や内容など

を変更して実施しました。手賀の丘フレンドシップツアーは川村学園の学生や

大学院生にもご協力いただいて 9月 28～29 日に第 2回が終了しました。青少年

キャンプはこれまで夏に実施していたのですが、熱中症対策も必要になること

から、今年は 10 月に開催することとし、10 月 13～14 日に実施をしました。内

容については決められた食事メニューの材料から子どもたち自身が買いに行く

などの見直しをしました。子どもたちのアンケートですが、「また来年も参加し

たい。もし参加出来たら初めて参加する子たちに色々教えてあげたい」というよ

うな好意的な意見が上がっています。 

あびっ子クラブについて、９月 1 日に布佐小あびっ子クラブが開設し、これ

により市内 13 校すべての小学校にあびっ子クラブ・学童保育室の設置となりま

した。学童保育室の来年度４月１日からの入室については、11 月 16 日から受付

を開始します。すでにホームページで公開しています。 

児童扶養手当について、法改正があり、これまでは 3 カ月に 1 回の支給でし

たが、来年の 11 月からは奇数月の支給になります。 

 

【箕輪会長】 

ご質問などありますか。 

 

【増田委員】 



23 

 

青少年キャンプでは、何の食事を作ったのですか。 

 

【事務局 岡本課長】 

メニューをカレーとデザートのみ決めて、実際に何を入れるか、どのように作

るかは、事前説明会で集まった時に、班ごとに初めて会った子ども達同士で話し

合って決めました。それをもとに、農産物直売所「あびこん」で我孫子産の野菜

やお米を、農産物直売場で揃わないものはカスミまで自分たちで行って買いま

した。メニュー作り、買い物、作るという工程を、大人が「よく頑張ったね、よ

く工夫したね」などと評価して翌日発表しました。 

 

【箕輪会長】 

次に、子ども相談課からお願いします。 

 

【子ども相談課 阿部課長】 

11 月は、子ども虐待防止の啓発月間となっています。現在民生委員の方にも

説明に行ったり、関係機関にチラシを配布したりと啓発を進めているところで

す。皆さん、「189」はご存知でしょうか。全国の児童相談所の共通ダイヤルです。 

「189」とかけると近くの児童相談所につながるようになっています。我孫子市

からかけた場合は柏児童相談所につながります。なにか、虐待かなと思ったら、

子ども支援課でも結構ですし、「いちはやくの 189」でも結構なのでご連絡して

いただければ、状況を確認し、きちんと対応いたしますのでよろしくお願いいた

します。 

次に里親についてです。何らかの事情があって親御さんのもとで生活できな

い子がいらっしゃいますが、できるだけ家庭的な環境の中で育てた方が、その子

の育ちにとって非常に良い影響があります。11 月はこちらも併せて啓発してい

ます。里親制度についての窓口は、児童相談所となっていますので、興味がある

方などが身近にいらっしゃいましたらご紹介していただければと思います。 

最後はリボンの案内です。オレンジリボンといって、児童虐待防止のシンボル

となっています。 

 

【箕輪会長】 

質問などありますか。 

 

【増田委員】 

里親制度について質問です。施設で過ごすよりも家庭で過ごした方が子ども

にとっては良いのですか。 
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【子ども相談課 阿部課長】 

はい。その通りです。全然違います。 

 

【こども発達センター 遠藤所長】 

施設は、一対何人かで子どもを見ますが、子ども一人に二つの目が必要と言わ

れています。里親制度では一対一の関わりができるので、全然良いと思います。 

 

【増田委員】 

施設の方がきちんと管理されていて良いのかな、と思っていたのですが。 

 

【子ども相談課 阿部課長】 

施設の場合、育っていくうえで本当だったら経験できることが経験できない

ということがあります。例えば、「今日の夕ご飯はカレーが食べたい。」というの

は、施設では叶えてあげることができません。 

 

【増田委員】 

ありがとうございます。 

 

【箕輪会長】 

次に、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 遠藤所長】 

前回に引き続き、療育・教育システム連絡会についてご報告です。子ども総合

計画の中でも進捗管理されていますので、現在どんな状況になっているのかと

いうことをお話しさせていただきたいと思います。 

本会議 7 月、10 月に 2 回実施しました。児童通所支援部会は 9 月に、就学移

行期部会は 6 月、学齢期部会は 8 月、ライフダイアリー部会は 6 月、療育専門

委員会は 5 月と 11 月に実施しました。その中であがった主な内容をお伝えしま

す。 

まず、学齢期部会では、学齢期の窓口がしっかりしていないのではという課題

があがりました。就学前の相談窓口はこども発達センターがありましたが、学童

期に入ってから発達に気になることが出てきた子は、まずどこに相談に行った

らよいか分からないということがありました。学校に分かってもらえるように、

現在マニュアルを作成しています。紙に書いて啓発することで、学校の先生等が

読んだ時に、実際にどこに相談したらよいか分かるような内容を目指していま
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す。 

就学移行期部会では、これまで引継ぎをこども発達センターと学校とで、書面

で行っていましたが、はやり対面で行った方が良いだろうということで、今校長

会などで進めています。 

児童通所支援部会と療育専門委員会では、メンバー構成について、現状では上

手くいかないのでは、との課題があがっていますので、引き続き検討していきい

ます。 

教育分野の施策も入れ込み、こども発達支援計画を策定しましたが、一番大き

な問題として挙がっているのは、教育部局が市長部局の福祉制度を知らない、逆

に市長部局が教育部局の教育制度を知らないということが、今まで連携が進ん

でこなかった要因ではないかということです。それを打破するためにはどうし

たらよいかを各部会でもんでいるような状況です。また報告したいと思います

ので、何かご意見等ありましたらよろしくお願いいたします。 

 

【箕輪会長】 

質問などありますか。 

― なし ― 

 

これで議題及び報告事項はすべて終了しましたが、その他、子ども・子育て

会議に関することで何かございますか。 

なしということで、以上で本日予定していた議題は、すべて終了しました。

事務局の方から事務連絡はありますか。 

 

【事務局 中場補佐】 

調査票についてのご意見を 11 月 14 日までに提出してください。現在、庁内

で意識調査の内容をもんでいます。まとまり次第、メールでお示ししたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【箕輪会長】 

ありがとうございました。 

これで第３回子ども・子育て会議を閉会といたします。長時間にわたりお疲

れ様でした。 

 


