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令和２年度  第２回我孫子市子ども・子育て会議 

    

１  資料送付  令和 3 年 1 月 20 日（水）  

２  回答期限  令和 3 年 2 月 11 日（木）  

３  会  場  我孫子市子ども支援課  

４  参 加 者 

委 員  〇箕輪潤子委員  〇増田利明委員  〇菅原紀子委員  〇伴  火穂委員 

〇太田  悟委員  〇鈴木信人委員  〇池田優樹委員  〇鎌田勇一委員 

〇佐藤朋子委員  〇楠野理紗委員  〇関口隆彦委員  

事務局  〇谷次補佐      〇成瀬主事 

  

※本会議は、令和 3 年 1 月 31 日（日）に開催予定だったが、新型コロナウィルス

感染拡大防止のため、書面開催とした。  

各委員に下記の資料を送付し、協議事項の議事に対する意見シートを記入の上、事

務局に返送していただくという採決方法をとった。  

 

５ 議題 

（１）第三次子ども総合計画 総括報告書について 

（２）第四次子ども総合計画 進行管理表について 

（３）令和 3 年 4 月開園保育園の利用定員について 

（４）第四次子ども総合計画の変更点について 

（５）今後の子ども・子育て会議の進め方について 

（６）保育課からの報告 

 

６ 送付資料 

（１）議案説明書 

（２）意見シート 

・資料 1 子ども・子育て会議条例 

・資料 2 第三次子ども総合計画 総括報告書（案） 

・資料 3 第三次子ども総合計画 基本目標（抜粋） 

・資料 4 第四次子ども総合計画 進行管理表（重点事業・第 4 章） 

・資料 5 第四次子ども総合計画 進行管理表（子ども・子育て支援事業・第 5 章） 
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・資料 6 事業評価の基準 

・資料 7 保育園利用定員・認可定員について 

・資料 8 子ども・子育て会議スケジュール（案） 

 

７ 会議概要 

【議題 1】第三次子ども総合計画 総括報告書について 

「我孫子市子ども・子育て会議条例」第 2条（資料 1参照）にありますように、「我孫子市子

ども・子育て会議」は市長の諮問機関として位置付けられており、子ども施策への提言を行っ

ています。昨年度は「第四次子ども総合計画」の策定の年に当たっていましたので、第四次

計画の諮問と答申を行いました。計画策定以外の年は、前年度の進捗状況を踏まえ、幾つか

の重点事業に関する提言をまとめて市長に報告しています。 

今年度は、平成 27年度から令和元年度までの第三次計画の 5年間を総括し、それを市

長に報告いたします。「資料 2」は、前回の書面会議の際にご意見をいただいた総括文を、報

告書の形に書き直したものです。 

この報告文（資料２）について、何か付け加える事項などがございましたら、ご意見をいただ

きたいと思います。 

なお、参考として、第三次子ども総合計画の 6つの基本目標について書かれている箇所を

「資料 3」として添付しましたので、ご覧ください。 

 

【箕輪会長】 

全体を通して、「いただきたい」を「いただきたいと考えます」に修正してはどうか。 

→【事務局】 

楠野委員からも同様のご指摘がありましたので、事務局で検討し、「～と思います」に修正し

ました。 

【箕輪会長】 

「保育園」は、法的に正しい「保育所」を使用した方がいいかと思います。 

→【事務局】 

確かに箕輪会長ご指摘のように、法的には「保育所」が正しいのですが、我孫子市の条例で

では「保育園」を使用しています。そのため、子ども総合計画の中では、保育園に統一してい

ます。 

【箕輪会長】 

以下、修正した方がいいと思われる箇所をお伝えします。 
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3p●２つ目：保育園～増加しています。これは、広報により認知されたこと、丁寧な相談がその要因と考え

ます。 

●４つ目：今後もできるだけ適正定員に近づけ、子どもが安心して過ごせる場の確保に向けた努力をし

ていただきたいと思います。 

●５つ目：今後、この数値を減らし、子育て中の保護者が安心して我孫子で子育てできるように、相談

相手が… 

5p●１つ目（２段落目）：今後はより、子どもが安心して過ごし、自己を大切な存在として感じられるよう、子

ども自身が体験し自己発揮しながら学ぶことのできる機会を… 

→【事務局】 

ご指摘の点、修正しました。なお、学童保育の箇所は、伴副会長からもご指摘がありましたの

で、お二人の案を合わせて修正しました。 

 

【伴副会長】 

p3 ２ 基本目標における評価と課題 （１）「地域で支える子育て支援」について ●３つめ、４つめの段

落を赤字のように追加訂正してはいかがか。 

学童保育室では 2校の拡張工事が行われるとともに、学童保育室及びあびっ子クラブの民営化が

始まり、これまでに 5校が民営化されました。民営化によるサービス低下は見られず、利用者から

のニーズに応えて、また、早朝及び夜間の延長保育や小学校の長期休業日に弁当を手配するサー

ビスも開始されました（平成 27年度）。これからも、多様化する利用者のニーズの応じたサービスを

実施していただきたい。 

市の西側地区では、定員を超えている学童保育室があります。その対応として、幼稚園・保育園等

における小学生の預かり保育が始まりました（平成 27年度）が、今後も新たな対応を模索し、定員

超過の解消にできるだけ適性定員に近づける努力をしていただきたい。 

→【事務局】 

ご指摘の点、修正しました。なお、学童保育の箇所は、箕輪会長からもご指摘がありましたの

で、お二人の案を合わせて修正しました。 

 

【太田委員】 

・第三次こども総合計画の評価・課題を読ませていただきました。上手にまとめて頂き、感謝致します。大

変分かりやすくなっていると思います。再度、気づいた点を書きます。 

７ページの６行目から７行目「・・・おしりを叩いた」「・・・万引きしたため叩いた」などの虐待にあたる行為

を、虐待として認識している保護者は約２０％に留まっていました。と「叩くこと」が２点例示されています。 
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保護者の虐待は今、学校現場でも切実な問題となっています。虐待は、「身体的虐待」「性的虐待」「ネ

グレクト」「心理的虐待」等があります。特に、家庭内のネグレクトは周りが気づかない側面があります。

「食事を与えない」「風呂に入れない」「放任している」。又、心理的虐待としては、子どもの前で夫婦の暴

力（言葉の暴力も）も虐待です。 

虐待にあたる例示を「叩く」だけでなく、ネグレクトや心理的な問題を入れた方が良いと思いました。 

→【事務局】 

虐待の部分は計画書の 57 ページを引用し、記載したものです。このアンケートでは「本当は

虐待だが、親が虐待と感じていない行為」を質問しています。 

そこで、アンケートの項目から「子どもにとって良いと思うことは子どもの希望を確認せず親

が決めた」、「兄弟姉妹を引き合いにして、成績が悪いことを注意した」を引用して、心理的な問

題も追加しました。また、「叩く」虐待については、同じような二つの行為が重複していますの

で、「万引きしたため～」の方を削除しました。 

【太田委員】 

もう一つは、昨年度も会議の中でお話をさせて頂きましたが、７ページの３の「その他」です。 

「家庭の経済状況が苦しい」との回答で、「医療費・保育料・教育費等の子育て費用の助成」を掲載した

ことです。我孫子市に財政的余裕があるなら、有効な支援策が出せると思いますが、現状では大変厳しい

と認識しています。敢えて、その他で「お金」の面での助成を書く必要性があるのか？私達の役割は、６つ

の基本目標の評価・課題をまとめることにあるのかな、と思いました。 

→【事務局】 

7 ページの「その他」について、市の財政を心配していただいて恐縮です。しかしながら、市

民ニーズアンケート調査でも、財政的支援の必要を訴える声が多かった点は無視できないと思い

ました。市民の立場を代表する「子ども・子育て会議」としても、市長に市民の声を伝える必要

があると思われ、事務局案として報告書にもあえて記載しました。 

また、その背景として、現在、子どもの貧困の問題が、全国的に大きくクローズアップされて

いるという状況があります。努力目標ではありますが、国も地方自治体に対策計画の策定を要請

しています。今後、我孫子市でも大きな問題となってくる可能性があります。そのため、報告書

でも経済問題に触れておくことは、意義のあることと判断し、「その他」の項目として記載しま

した。 

【箕輪会長】 

私としては今後の政策を考えていただくためにも、家庭の経済状況に関する項目を入れていただけたら

と思います。現時点でできなくても入れておくことが大事であるという意見には賛成です。 

【伴副会長】 
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私はぜひ残して頂きたいと思います。市民（子育て世帯）からのニーズ調査の結果を無視することは不

適切だと考えます。我孫子市単独で新たな経済的支援事業を創設することは難しくとも、国や県の「こども

の貧困対策」案に市が積極的に絡んでいくことで、子育て世帯に実効性のある支援を実現するための努

力はすべきだと思います。 

【太田委員】 

報告書に経済的支援を掲載することは、了解致しました。箕輪会長・伴副会長のご意見も尤もだと思い

ます。今後の政策の方向性を示していくべきだということにも納得できます。 

 

【楠野委員】 

付け加えではないのですが、文章中の気になった点がありましたので、書かせていただきます。 

資料 2の P.6 15行目 父親の協力体制が十分でないことが明らかになっていますという文章は、育休

の取得をしていないと父親の協力が不十分と書いてあるように感じるので、もう少し別の言い方の方がよ

いのではないかと思いました。例えば、身近な家族の協力が必要と感じながらも、父親の育休取得が難し

い現状もあるのではないかと考えられます等はどうかと思います。 

→【事務局】 

「父親の協力体制」の箇所を、ご指摘通り修正しました。 

【楠野委員】 

また P3の文章で、～ます。で終わっている文章と～いただきたい。で終わっている文章は、です・ます

調に統一した方が良いのではないかと思いました。 

→【事務局】 

「～いただきたい」を「です・ます」調に、というご指摘は、箕輪会長からも同様のご指摘が

ありましたので、事務局で検討し、「～と思います」に修正しました。 

 

【議題 2】第四次子ども総合計画 進行管理表について 

今年度から始まった第四次計画の進行管理を来年度から行いますが、第三次計画の進行

管理表で使用した様式の変更を検討しています。 

「資料 4」は第四次子ども総合計画に載っている重点事業（第四次我孫子市子ども総合計

画「第 4章」P79～）を対象にした進行管理表、「資料 5」は子ども・子育て支援事業 16事業

（計画書「第 5章」P117～）を対象にした進行管理表になります。 

今回、資料としてお示しした表は、年度ごとの進行管理が効率的に行えることと同時に、5

年後の第五次計画を作成する際の総括が効率的にできるように修正を加えたものです。 

＜資料 4の改善点＞ 
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○指標に関する現状と目標値を明記し、年度毎に目標値に対する達成率を記入する欄を設

けました。 

○年度毎に行った取組状況について、「量的評価」だけではなく、数字に表せない事項を「質

的評価」として記載できる項目を設けました。 

○以上を踏まえた「次年度への課題」を明記する箇所を設けました。 

○5年間の総括を行う欄を設けました。その際、A～Cの評価を行います。 

＜資料 5の改善点＞ 

○年度毎の量見込みと確保策の数値を記載しました。 

○年度毎に行った取組実績について、「量的評価」だけではなく、数字に表せない事項を「質

的評価」として記載できる項目を設けました。 

○事業の進捗状況の目安となる指標の出し方を事業毎に定めました。 

○量的評価、質的評価、指標評価を総合して、担当課で年度毎に A～Cの評価を行いま

す。 

○以上を踏まえた「次年度への課題」を明記する箇所を設けました。 

○5年間の総括を行う欄を設けました。その際、A～Cの評価を行います。 

 なお、評価が容易にできるよう、基準となる目安を「事業評価の基準」（資料 6）にまとめまし

た。 

つきましては、進行管理表（資料 4、資料 5）をご確認いただき、もっとこうした分かりやすい

等、お気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。 

 

【伴副会長】 

第 5章子ども・子育て支援事業の様式についてはわかりやすくなっていると感じます。 

第 4章次世代事業の指標は計画の中に示されていますが、その指標が量的目標値の場合もあれば質

的目標値になっている場合もあります。 

たとえば、のびのび親子学級事業であれば、指標は満足度（質的目標値）であり、その満足度を 92.5％

から 95％にするというのは、現在の実施回数や参加人数を維持することを前提にして、満足度（質）もお

おむね維持して事業を継続することを目標としているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。そう

した場合、量的評価、質的評価とは何を評価するのでしょうか。現状の参加者数と満足度が維持された場

合、評価は○でしょうか△でしょうか。 

指標に照らして、担当課が各事業の目標をどうとらえているのかが分かる項目（量的増加拡充・維持継

続・減少、質的充実改善・維持継続など）があった上で、実施回数や参加人数等が量的に満たされている

のか、内容や満足度が維持または上昇しているのかを評価すべきだと考えます。 
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事業評価の基準（資料６）の ABCや○△×の説明も上記の観点で同時に修正していただきたいと思い

ます。また、（留意点）の記述はどのような場合を想定して、誰が判断するのか不明です。 

→【事務局】 

「進行管理表」及び「事業評価の基準について」における用語の使い方の定義が不十分であっ

たと思われます。「事業評価の基準について」につきまして、加筆・修正いたしました。 

以下、改めて説明させていただきます。 

今回提案した進行管理表において、「量的評価」とは、主に指標の達成度のことであり、その

他、開催回数とか、参加者人数とか、数で表すことのできる実績を意味します。伴副会長が例に

出した「のびのび親子学級」の例で言えば、指標である「満足度」は、質的な問題かもしれませ

んが、アンケートの数値で表せるという意味において「量的評価」になります。 

「質的評価」とは、そのような数値に表しにくい内容、例えば、今までやったことのないテー

マで行ったとか、参加者を集めるためにこういう新しい手法を実施したとか、量的指標には表れ

ない内容を評価するために設けた欄です。これは、指標だけで判断されると見落とされる事項が

多い、という所管課からの意見を考慮して設定した項目です。 

「指標に照らして、担当課が各事業の目標をどう捉えているのか」ということは、各所管課に

おける指標の仕方に表れていると思われます。そして、所管課は目標値（量的評価）と、それに

表われない「量的評価」を総合して、「総合評価」を行います。 

以上のことを考えた場合、伴副会長があげた、「現状の参加者数と満足度が維持された場合」、

量的評価は△になります。そして、質的評価において何らかの前進が見られた場合は〇で、それ

を「事業評価の基準について」に照らし合わせると総合評価はＡ、質的評価においても現状維持

だった場合は△で総合評価はＢになると思われます。 

「留意点」の意図としましては、所管課が判断した「総合評価」について、「子ども・子育て

会議」で確認・協議し、その評価が妥当と思われない場合は、その評価を変更する場合もありう

る、という意味で記載しました。 

【伴副会長】 

量的評価、質的評価に関する説明をいただき、納得できました。 

「事業評価の基準について」は、各担当課にこの基準で評価するようお願いする文書だと理解しました。

その観点で、説明していただいたことを含めて、量的評価・質的評価・総合評価を行う目安を明示する形

にしてはいかがでしょうか。 

さらに、総合評価のＮ（事業未実施）は必要でしょうか。未実施はＣ（××、×△）ではないのでしょうか。

Ｎ（／／）だと、評価できず次年度以降どうすることが必要か判断できないのではないかと思います。また、

予定していた事業が行えなかった事情（実施に向けた準備状況、新たな企画や工夫等）を質的評価に記
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録することで、×△または×○とすることも可能ではないでしょうか。 

→【事務局】 

総合評価の N を設定した理由は、今年度、新型コロナウィルスの影響で、やむを得ず中止し

た事業があり、本来は実施できたはずのそれらの事業に、C がついてしまう事を避けるためと考

えております。そのような観点から、事務局としては「総合評価 N」の設定は必要と考え、入れ

ました。 

しかし、伴副会長のご指摘の通り、総合評価をＮにした場合、事業に対する所管課のコメント

がなくなってしまうということも理解できますので、修正案として、総合評価の Nを削除し、量

的評価の方に Nを入れました。 

ご意見をお聞かせください。 

【伴副会長】 

量的評価に Nを加えるのはいい案だと思います。ご対応ありがとうございます。 

 

【楠野委員】 

質的評価・量的評価とわけて評価を詳しく行う点は、次年度の取り組み方にもつながっていくので、とて

もよい様式変更だと思いました。また、資料 4の【第 4章 次世代事業】の進行管理表については、現状と

目標値をすぐに確認出来、表の見やすい位置にある点もとても良いと思いました。 

整理番号 82 事業名 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相談件数の記載につ

いて電話、メールそれぞれ何件ずつであったか、また、電話は平日の 14時から１8時 30分ですがメール

（送信は 24時間可能）の送られてくる時間帯は何時頃が多いかが分かると、電話対応の時間帯が今の

時間が最適であるかなどを検討する材料になるのではないかと思いました。 

→【事務局】 

「小中学生のためのいじめ・悩み相談ホットライン」に関するご意見に対する教育研究所から

の回答は以下の通りです。 

「電話、メール別の相談件数は把握していますが、メールの時間帯の統計まではとっていま

せん。今後はご意見を参考に、メールの時間帯も把握していきたいと思います。現在、この事

業は所管も含めて見直しを行っています。悩みを抱えている子どもたちにとって、どのような

実施方法が良いのか、引き続き検討していきたいと考えます。」 

 

【議題 3】令和 3年 4月開園保育園の利用定員について 

（資料 1）の我孫子市子ども・子育て会議条例の第 2条（１）にありますように、子ども・子育

て会議では、認定こども園、幼稚園、保育所の利用定員の設定について、審議する役割があ



9 

 

ります。 

（資料 7）をご覧ください。 

聖華みどり保育園と東あびこ聖華保育園は、これまで聖華グループの「社会福祉法人聖

華」が運営してきましたが、当該法人が保育園運営の規模を縮小するため、当該保育園運営

を同グループの「社会福祉法人樹」に移行（在勤職員を含め）することとしました。 

現在、この 2園は、保育園設置認可申請中であり、令和 3年 4月の開園を予定していま

す。いずれの保育園も子ども・子育て支援事業計画のとおり、利用定員も認可定員の１２０名

としたいと考えています。 

つきましては、子ども・子育て支援法第３１条第２項に基づき、保育園の利用定員を定める

ため、我孫子市子ども・子育て会議の意見を伺うものです。 

この 2園の利用定員について何かご意見等ございましたら、意見シートにお書きください。 

【池田委員】 

両園ともに１２０名ということで、現在の利用定員・認可定員と同じと思いますが、学年毎（０歳～５歳児）

の定員数も同じということでよろしいでしょうか？ 

→【事務局】 

所管の保育課に確認しましたところ、「同じです」とのことでした。 

 

【議題 4】第四次子ども総合計画の変更点について 

計画書の 159 ページに記載されている（11）乳児家庭全戸訪問事業について、変更点があ

りましたので、ご報告いたします。 

この事業の指標が 159ページの表の中で、「年間延べ訪問件数」となっていますが、担当課

の統計の取り方が「年間訪問実人数」であるという申し出がありましたので、そのように修正した

いと思います。 

なお、県や国に報告する数字も「年間訪問実人数」ですので、特に問題はありません。今後

の事業報告におきましては、この事業は「年間利用実人数」を指標に用いることといたします。 

つきましては、修正用のシールを同封しましたので、159 ページの表の中の文言を修正して

いただきますようお願いいたします。 

 

訂正前 訂正後 

年間延べ訪問回数 年間訪問実人数 
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【議題 5】今後の子ども・子育て会議の進め方について 

新しい委員の方もいらっしゃいますので、今後数年間の流れを「資料 8」としてまとめました

ので、今後の参考までにご参照ください。 

 

【議題 6】保育課からの報告 

子育てガイド「わく 2すく 2」概要版を、令和 2年 11月 1日に発行しましたので、ご報告しま

す。 

「わく 2すく 2」は、毎年発行し、保育施設等の在園時及び、母子手帳交付時、転入世帯に

配布しておりますが、今年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響により、情報誌作成にあた

り広告掲載を募ることが難しいと判断し、「わく 2すく 2」2020年度版の発行を見合わせました。 

このことにより、該当世帯に配布する子育て支援ガイドに代わるものとして、子育てに関する

情報や行政サービスの概要と、市のホームページの QR コードを掲載した簡易的な「わく 2す

く 2」概要版を作成しました。 

なお、配布場所は、保育課（市役所西別館 2階）、各子育て支援施設、市内幼稚園及び

保育施設、保健センター、各図書館、市民課または各行政サービスセンター、各近隣センタ

ー、アビスタ、湖北地区公民館、アビシルベなどです。 

 

以上 


