
子ども・子育て委員からのご意見・ご感想　及び　担当課からの回答一覧

番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

1 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.1・3・4・5・11・31

事業の課題と対策において、毎年「保育士の確保が課題」と書かれている点について、全

国的に保育士不足なので仕方ない部分もありますが、具体的になぜ保育士が集まらないと

考えており、どのような対応策を実施されてきていますか？

保育課

保育士がなかなか集まらない理由としては、我孫子市は新設の保育園等はありませんが、他自

治体は待機児童を減らすため、毎年保育園等を新設しているような現状があるため、たくさん

の保育士が新設園で雇用されていることが大きな要因であると考えます。

対策としては、市ホームページやハローワークでの保育士募集のほか、市内の幼稚園、保育園

等で合同就職説明会を年1回開催したり、保育士養成校への保育士募集の情報提供、千葉県の保

育士・保育所支援センターサイトでの保育士募集の情報掲載などを行っています。

また、保育士不足の要因として、保育士の低賃金が指摘されています。このため、私立園の保

育士の処遇改善が実施できるよう保育士の経験年数に応じて、平成2年度から月額15,900円～

25,000円を保育士に補助していましたが、平成30年度から月額45,000円～55,000円に金額を改

定し補助しています。

2 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.1・2・3・4

認定こども園への移行が増えていますが、2・3号認定の受け入れが増えることで、保育所

に通う子どもが減る（＝保育所が必要なくなる）といったことも考えられますか？
保育課

今後も認定こども園への移行が増えると考えられますが、就学前児童数の教育ニーズと保育

ニーズを踏まえ、計画的に利用定員を設定していますので、必要以上に保育の受け皿を拡大す

ることは想定していません。このため、保育園が必要なくなるほど認定こども園に保育の受け

皿を確保することは計画上できない制度となっています。

3 3

子ども・子育て支援事業

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

No.3（子ども・子育て支援法による給付事業）

課題と対策の欄に「保育士の確保が課題であり～保育士の確保に努める」という文面がほ

ぼ５年間変わらないため、何か具体的に行った対策等あったら、知りたいです。

保育課

対策としては、市ホームページやハローワークでの保育士募集のほか、市内の幼稚園、保育園

等で合同就職説明会を年1回開催したり、保育士養成校への保育士募集の情報提供、千葉県の保

育士・保育所支援センターサイトでの保育士募集の情報掲載などを行っています。

また、保育士不足の要因として、保育士の低賃金が指摘されています。このため、私立園の保

育士の処遇改善が実施できるよう保育士の経験年数に応じて、平成2年度から月額15,900円～

25,000円を保育士に補助していましたが、平成30年度から月額45,000円～55,000円に金額を改

定し補助しています。

4 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.5（延長保育）

利用ニーズすべてに対応していただき、大変ありがたいと感じました。 保育課

ありがとうございます。これからも利用ニーズに対応していけるよう努めます。

5 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.5・7

就労形態の多様化によってうまれる延長保育や一時預かりのニーズに対して、行政も保育

施設も工夫して取り組んでいただいていると思います。達成度が満たされていない事業に

ついては、設備的課題や、担い手不足によるもの、保護者側の協力があって達成できるも

のだと思いますので、地域が一体となって引き続き対策を検討をしていく課題だと感じま

した。

保育課

延長保育及び一時預かりの目標値は「ニーズ量（確保策）」となっており、現在のところ利用

ニーズに対応できています。引き続き、多様な保育ニーズの受け皿として提供体制の確保に努

め、安心して子育てができる環境を提供していきます。

6 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.6（学童保育事業）

実績結果が４年連続して100％以上となっているので、利用されているご家庭に、安心を

与えられていると感じました。

子ども支援課

（放課後担

当）

ありがとうございます。引き続き、放課後対策事業の資質向上に努めます。

7 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.6（学童保育事業）

児童の増加によるスペース確保・人員不足については、具体的にどのような対応策を実施

されていますか？

子ども支援課

（放課後担

当）

我孫子市では、学童保育室の随時入室を受付していますので、児童数が一定ではありません。

例として、夏休み期間等一時的に児童が増加する場合は学校と協議し、転用可能教室（空き教

室）や特別教室を借用して対応しています。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

8 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.7（一時預かり事業）

H30年度に開園した2園のうち、1園で事業実施を促したというのがH30・31と2年続いて

いますが、その後どうなっていますでしょうか？

保育課

平成29年度に開園した2園のうち、事業を開始していない1園については、令和2年6月から事業

開始予定となっていましたが、新型コロナの影響により延期となりました。今後の状況をみな

がら開始時期を検討することになっています。

9 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.7（一時預かり事業）

幼稚園の預かり保育の利用者数はどの程度増えているのでしょうか？ 保育課

園児数の減少に伴い、利用者数は減少傾向にあります。（平成31年度は新型コロナにより臨時

休園等の対応をした影響により、例年よりさらに減少しました）

＜参考＞年間延べ利用人数　Ｈ29：56,954人　Ｈ30：54,106人　Ｈ31：37,803人

10 3

子ども・子育て支援事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.8・10

子どもの短期入所事業、ファミリーサポートセンターのニーズがとても高い状況だと読み

取れました。意見や提案ではないのですが、コロナウィルスの影響にから新たに発生す

る、育児や教育の課題がこれから増えていきそうですね。

子ども相談課

保育課

国が提示する「新しい生活様式」が、子どもにとってどのような影響を与えていくのかは未知

数ではありますが、どんな状況であっても、子どもの安全・安心な生活が保障できるよう支援

を継続し、必要に応じた見直しをしていく必要があると考えています。

11 3

子ども・子育て支援事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.9（子ども短期入所事業）

実績結果が平成30年度と平成31年度でひらいており、原因分析で複数回利用者のニーズが

解消されたという点は、大変良かったと思ったのですが、空きがないことで利用ニーズが

減少したという点が、気になりました。そういった場合、後日電話してその後の状況確認

等のフォローはあるのでしょうか？また、何件ほど、空きがなくて利用出来なかったのか

知りたいと思いました。

子ども相談課

子ども短期入所は松戸市にある児童養護施設「晴香園」に委託をしておりますが、東葛地区唯

一の子ども短期入所を受託できる施設であることから、近隣６市の委託を受けており、利用相

談を受けても残念ながら空きがないことがあります。その場合は早めの申請勧奨、近くの日程

で空きがある日をご案内し、できるだけ利用いただけるよう努めております。空きがなく申請

に至らなかった件数については、申し訳ありませんがカウントしておりません。

12 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.10（ファミリー・サポート・センター）

指標が利用人数となっていますが、これは利用件数の誤りでしょうか？平成30年度と31年

度では、実績が半分以下に減少しています。コロナの影響もあるとは思いますが、主たる

要因は事業者変更による利用会員の退会ではないでしょうか。この事業者変更による功罪

をしっかり検証し、利便性の向上をより一層図っていただければと思います。

保育課

指標は「年間延べ利用人数」です。実績値の減少理由としては、新型コロナウイルス感染症の

影響で習い事の送迎や預かりの依頼が減少したこと等の要因のほか、市内に民間が実施する類

似サービスが存在することも要因と思われます。市が実施するファミリーサポートセンター事

業は安全面を重視した対応となる一方、民間が実施するサービスでは臨機応変な対応も可能で

あるため、利用者は利用理由や状況に応じて、どちらを利用するか選択しているものと考えま

す。

13 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.13（利用者支援事業）

広く情報を周知することと、必要な情報が届くことの両面について努力していただいたこ

とが伺えました。

保育課

ありがとうございます。これからも必要な情報を利用者へ届けられるよう、情報を収集し、子

育ての相談に幅広く対応していくよう努めます。

14 3

子ども・子育て支援事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.13（利用者支援事業）

ここで重要なのは、「コンシェルジュの設置」ではなく「子育て支援」であり、実際にコ

ンシェルジュは広く電話相談などにも応じていると思います。そのため、指標を相談件数

などに変更し、実態に沿った形で表してみてはいかがでしょうか。

保育課

利用者支援事業は、国が示す量の見込みの算出方法が設置個所数となっています。そのため、

指標は設置箇所数としていましたが、第四次計画では目標値として捉えやすいよう、進行管理

で使用する目標値の指標を相談件数に修正しています。

15 3

子ども・子育て支援事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.14（乳児家庭全戸訪問事業）

新型コロナウィルスで延期などもあった中で、高い訪問率をキープしてくださっているこ

とがわかりました。

健康づくり支

援課

引き続き、より多くの対象者への訪問が実施できるよう努めて参ります。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

16 3

子ども・子育て支援事業

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

No.15（養育支援訪問事業）

事業の課題と対策で平成29年度から平成31年度支援対象とする世帯の選定基準の明確化と

ありますが、明確化してしまうと希望しても利用できない家庭がでてくる心配があるので

すが、達成度が高いので、明確化しなければ対応が難しいということでしょうか？それと

も原因分析の欄に支援が必要な家庭を広く判断と書いてあったので、実際支援は必要ない

のでは？と考えるケースが大半をしめ、必要なケースへ時間を割けない等あるのでしょう

か？

子ども相談課

養育支援訪問事業は、希望する家庭から申請を受ける形ではなく、子ども相談課として特に養

育支援が必要であると判断した家庭について、明確な支援目標、および当該目標の達成をする

ために具体的な支援内容、期間を定めて行うものとなっています。平成30年度までは子ども相

談課の職員が行う専門的相談支援のみ行っていたため、支援が必要な家庭を広く捉えつつ、養

育支援事業として訪問しておりましたが、平成31年度から新たに育児・家事支援のヘルパー委

託を開始したことにより、その目標達成にむけて必要な家庭に必要な支援がいきわたるよう、

選定基準を整理し、明確化していくことがより必要となりました。なお、これまで養育支援訪

問事業を提供した家庭に対しては、子ども総合相談の中で必要に応じた支援を継続して実施し

ています。

17 3

子ども・子育て支援事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

会議回数を増やしてみてはいかがでしょうか（2ヵ月に１回くらいで）

事務局

今年度の子ども・子育て会議は、計画の進行管理、事業の進捗状況の確認が主な役割となりま

す。そのため、事務局としては、年２～３回の開催が妥当と考えます。

18 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.1（子育て支援サービス・利用者へのコーディネートの推進）

出張相談をするなど情報提供や相談業務を拡げてくださっていることがわかりました。利

用者の意見収集が×になっているのですが、何か理由はありますでしょうか。

保育課

以前は子育てサークル・団体交流会の中で実施団体からの意見を収集していましたが、今後は

２～3年に１回程度実施している子育て支援施設の利用者アンケートの中で、意見収集を実施す

る予定です。

19 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.1（子育て支援サービス・利用者へのコーディネートの推進）

「子育てコンシェルジュが増えない状況である」との実施結果が続いておりますが、予算

的に厳しいのかそれとも何か別の要因があるのか教えていただきたいです。増やすことが

物理的に難しいようであれば、別の方法を検討することも必要かと感じました。

保育課

第三次計画では、保育課及び子育て支援施設4か所の設置を目標としていましたが、相談内容が

子育て全般に関することと幅広くなるため、人材の確保と育成が難しい状況となっていまし

た。そのため、設置されていない施設については定期的な巡回相談で対応しています。

20 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.3（若者定住化に向けての情報発信力の強化）

PRにより知名度を上げることにつながっていることがわかりました。

秘書広報課

市ではFacebookに加えて、TwitterやYouTubeと言ったSNSの他、テレビ・ラジオのマスメディ

アを使い年間を通じて市のPRに取り組んでいます。更に、働く女性に向けて、本市の特徴等を

掲載したリーフレット「住み替えあびこナビ」を初めて制作して、都内の企業や東京・千葉・

神奈川・埼玉の賃貸集合住宅で配布しました。今後も各媒体の特徴を活かしながら年間を通じ

てPRを行い、より多くの方に本市の良さや特徴を知って貰い、訪問して頂き、移住に繋がるよ

う事業を進めていきます。

21 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.3（若者定住化に向けての情報発信力の強化）

目標値以下が続いており、実施計画の内容だけでは早期の解決に至るには難しいと感じま

す。予算が許すのであればブランディングに特化した企業の力を借りるなどの方策を検討

しても面白いと思います。また25歳以上のフェイスブック利用者は急激に減少しているた

め、新しい媒体の採用を検討してもいいのではないでしょうか。

秘書広報課

平成26年にあびこの魅力発信室を設置し、広報経験者の民間人材を採用して、メディアミック

スによる情報発信を展開中です。限られた予算の中、現状では、ブランディング専門の外部企

業に事業を委託する予定はありません。市では、現在、Facebookの他、TwitterやYouTubeに加

えて、時事ドットコムやイベントバンク、ちばとぴ！など複数のサイトでも情報発信していま

す。シティプロモーションに有効なＳＮＳにどのようなものがあるか、現在利用中のものと比

較検討していきます。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

22 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.5（ライフサポートファイルの活用・普及）

ライフサポートファイルはこの５年間ずっとこの会議でも検討がされてきていますが、活

用が20%となっている理由はどこにあると考えていらっしゃいますか？

こども発達セ

ンター

平成28年に全戸配布となり、普及は進んできたと考えています。現在こども発達センターで支

援を受けているお子さんは、０～5歳児の人口の10～13％です。支援を受けている方には、個別

支援計画や検査所見などをファイルしていただくようにこまめに声をかけていることもあり活

用されています。20％の内の7～10％の方は、支援を受けていないけれども活用していただいて

いることを考えると、20％という数値は決して低いとは思いませんが、成長していく過程で支

援が必要になった時にファイルが活用ができるようにとの目的を考えますと、現在支援を受け

ていないお子さんの家族へのファイルの活用方法の周知が不足していると思われます。

活用方法については、今までも部会で検討してきていますが、現在、次期子ども発達支援計画

策定のためのアンケートを実施しており、ライフダイアリーについての調査項目もあります。

アンケートの結果を参考にして、課題を明らかにし、配布方法や活用に関する啓発をどのよう

に行っていくのか検討が必要と考えています。

23 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.5（ライフサポートファイルの活用・普及）

子どもの成長記録についてはアプリなどで行っている方が増えているのではないかと思い

ます。すごく重要な事業だとは思うのですが、保護者の使いやすさなども今後は考えてい

く必要があるかもしれません。
こども発達セ

ンター

近年、スマートフォンやアプリの普及が進み、手軽に育児記録などはそちらで管理する方が増

えてきています。他市で導入しているアプリについても検討しましたが、使い勝手が良くな

く、費用も高額となるため見送りました。

アプリの問題点として、アプリの使用期間が保証されないこと、また、利用者側の問題とし

て、機種変更などでデータの引き継ぎが保証されないこと、いつでも利用者側がアンインス

トールできてしまうことが挙げられます。ライフダイアリー事業の目的は「子どもが成長する

段階で関わる機関や支援者からの一貫した支援を継続して受けられるようにするための情報伝

達ツール」であるため、必要な時に情報が活用できるよう、導入には慎重に検討をしていく必

要があります。

24 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.5（ライフサポートファイルの活用・普及）

1冊200円だと仮定し、5年間の配布実績計4,350冊のうち20％の利用だとすれば、200×

4,350×0.8で、696,000円が無駄になってしまっているという試算になります。私自身、子

の保護者としても何のためにどう活用すればいいのかよく分かっていません（もちろん、

配布時に説明は受けています）。全戸配布の必要性について、再検討されてはいかがで

しょうか。

こども発達セ

ンター

平成24年よりこども発達センター利用児童を中心に、支援が必要な子で希望した市民に配布し

ていましたが、支援が必要になる場面は個人で異なることから、支援が必要になった時にすぐ

に「家庭」と「関係機関」が情報の共有化を図れるよう、配布の対象を「支援が必要な子」に

限らず、「全ての子ども」に拡大し、平成28年度より全戸配布として5年目となりました。現

在、次期子ども発達支援計画策定のためのアンケートを実施しており、ライフダイアリーにつ

いての調査項目もあります。アンケートの結果を参考にして、課題を明らかにし、配布対象者

などの検討が必要と考えています。

25 3

重点事業

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

No.5（ライフサポートファイルの活用・普及）

「ライフダイアリー」について教えてください。 こども発達セ

ンター

出生届提出時にすべてのお子さんにお渡ししているファイルで、成長記録を記載したり、ポ

ケットに通知表や個別支援計画などを保存しておくものです。子どもの成長記録とする他に、

成長していく過程で支援が必要になった時に、成育歴や特性について関係機関が活用し、ス

ムーズに支援が受けられるようにするものです。

26 3

重点事業

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

No.6（子育てサポーターの養成と地域活動の推進）

子育てサポーターの活動・活躍できる場の現状と今後の展望について具体的に教えてくだ

さい。
保育課

子育てイベントや子育て支援施設でのサポートや見守り、公立保育園での保育補助員や時間外

保育補助員、園庭開放サポーター、ファミリーサポートセンターの提供会員、子育て応援隊

（子育て家庭への訪問）、子育て支援サークルや市民活動団体などで活動しています。子育て

サポーターを養成し活動の場を広げることで、地域の子育て力の強化を目指します。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

27 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.6（子育てサポーターの養成と地域活動の推進）

子育てサポーター事業については、とても重要な事業だとは思いますが、ボランティアを

しようという気持ちが全体的に薄くなっているように思います（どちらかというと、保育

園で保育補助をしている人のスキルアップ的な感じになっている？）。今後コロナの影響

でどうなるかわからないのですが、事業の位置付け・広報の仕方などに一層工夫が必要だ

と思います。

保育課

コロナ渦の中、孤立化する家庭が更に増えていると考えられます。子育てサポーターとしての

活動者が増えていかない状況ですが、熱心に活動している子育てサポーターも存在します。地

域の子育て力の向上のため、市のホームページや広報、SNS等を活用し周知を図っていきま

す。

28 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.7（子どもの居場所づくり）

あびっこクラブを増やすという実績を作っていただきありがとうございました。今後、子

供にとっての居場所としての質を高め続けていただけたらと思います。

子ども支援課

（放課後担

当）

ありがとうございます。引き続き、放課後対策事業の資質向上に努めます。

29 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.8（手賀の丘フレンドシップツアー）

とても素敵な体験だなと思いました。子ども達が5，6年生になったらぜひ参加させてもら

いたいとおもいました。

子ども支援課

（青少年担

当）

温かいご意見ありがとうございます。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりやむ

を得ず開催を見送ることになりましたが、再開できるようになった際には、ぜひご参加をお待

ちしています。

30 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.11（特定不妊治療費助成事業）

男性特定不妊も対象とされたことが評価できると思います（広報は十分にされています

か？）

健康づくり支

援課

ホームページ、保健センターのご案内により周知しています。

31 3

重点事業

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

No.11（特定不妊治療費助成事業）

平成29年度より千葉県特定不妊治療費助成事業要綱が改正されたとありますが、申請件数

に影響がある改正はどのような内容でしょうか？

健康づくり支

援課

平成25年度まで「初年度は年3回まで、2年度目以降は年2回まで、通算5年度、10回まで（年齢

制限なし）」であったところ、平成26年度から平成28年度までに段階的に「妻の年齢が43歳以

上の場合は助成対象外・妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで・40歳以上43歳未満の場合

は通算3回までの助成」に移行され、申請件数に影響がありました。

32 3

重点事業

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

No.12（５歳児健康診査）

事業内容に保育園・幼稚園に入園していない児の受診がなかった場合は電話や訪問等を実

施し、状況把握に努めるとありますが、保育園・幼稚園に入園していれば受診しなくても

連絡はしないのでしょうか？また、実績結果の実績のパーセントには受診をしていなくて

も状況把握ができた家庭も含まれている結果でしょうか？

健康づくり支

援課

保育園・幼稚園に入園している方に実施している通常の５歳児健診では、来所がない場合の状

況把握の訪問や電話は行っていません。未就園者に対して全員状況把握を実施しています。実

績のパーセントは、受診していない方は含みません。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

33 3

重点事業

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

No.12・13・15

4か月児検診が実施結果の目標値100％を掲げているのに対し、2歳8か月児歯科健康診査は

目標値75％、5歳児健康診査は71％というのは低いように感じました。特に2歳8か月検診

に関しては、受診しなくても、連絡等はされないのでしょうか（5歳児健康診査のような

記載が何もないため気になりました。）

健康づくり支

援課

2歳8か月児歯科健康診査は、我孫子市独自の事業であり、主な内容が歯科健康診査となってい

ます。すでにかかりつけ歯科医院で健診等を受けている方は受診を希望されないことがあるた

め、来所率は他の健診と比べて低くなっています。また、このことから目標値も他の国が定め

る幼児健康診査（1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査）よりも低く設定しており、受診がない

場合も連絡等はしておりません。

34 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.21（幼稚園・保育園・小学校の連携強化）

（素朴な意見ですが）合同引き継ぎ会の名称変更、親しみやすくてとてもよいと思いまし

た。

指導課/保育

課

ご意見ありがとうございました。

35 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.23（キャリア教育の推進）

（中身にまでこの会議で言及できるわけではないとは思うのですが…）望ましい『職業

観・就労観』とありますが、人生観や今後どのように生きたいかといったことも含まれる

と、子どもたちが将来も我孫子に住み続けたいという思いを持てるきっかけとなるように

も思いました。

指導課

キャリア教育は、学校教育の中で特別活動の時間を要として行われます。特別活動においては

「学校、家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て、学んだことを振返りながら、新た

な学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き方を考えたりする活動を行う」と学習指導要

領に明示されました。ご質問にありましたように、子ども達が自己の人生観やどのように生き

たいかを考え、振り返るという学習活動が繰り返し行われます。また、その学習活動を記録し

蓄積するため我孫子市では、「我孫子市キャリア・パスポート」を作成し、市内全小中学校

で、令和2年4月から完全実施をしています。「我孫子市キャリア・パスポート」には、我孫子

市独自で取り組んでいる地域に結びついた食育や「いのち・こころ・からだ」の学習を保存し

ていくよう示しております。子どもたちがこれらの学びを自己のキャリア形成に活かそうとす

る態度を養うよう努めるとともに、自己の将来を思い描けるよう支援していきます。

36 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.25（小学校プールの一般開放）

事業の課題と対策に開放について精査が必要とありますが、具体的にどういうことでしょ

うか？平成31年度のみ、その文章が書いてあるため、気になりました。

文化・スポー

ツ課

気温や水温の上昇により熱中症の危険が高まっていることや、施設の老朽化に伴う改修費や多

額の委託費がかかることなど財政面についても課題が多いことから、期間や開放校数等の精査

が必要です。

37 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.27（学級支援員派遣事業）

子どもたちへの支援の質は（子どもにとって）充分に確保されていると思われますか？ 教育研究所

支援を必要とする児童生徒は増加傾向にあり更なる充実は必要ですが、現状の予算・人員にお

いては出来る限り支援していると考えます。

38 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.33（アビコでなんでも学び隊）

例年人気があり応募率も高いため、定員や実施回数を増やせないでしょうか。 生涯学習課

講師には企業や学校、市民などに依頼をしており、複数回実施できる講座についてはすでに実

施しております。今後もなるべく多くの受講希望に添えるようにいたします。

39 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.33（アビコでなんでも学び隊）

子どもが楽しんで参加してます。これからも素敵な企画、楽しみにしております。 生涯学習課

講座へご参加いただきありがとうございます。今後も市民の皆様のニーズに応えられるよう講

座を企画いたします。

40 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.52（ひとり親家庭等相談等）

就労のみならず広くさまざまな相談に応じていることから、指標を相談者数や相談件数に

するなど見直してはいかがでしょうか。

子ども支援課

（ひとり親担

当）

ご意見のとおり、相談内容は就労に限らず生活全般に渡っていますので、相談全般を踏まえ、

今後、指標の変更や見直しを検討していきます。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

41 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.57・58・59

就学前は子どもと家庭に直接こども発達センターが支援を行っているが、就学後に教育研

究所が支援を行っているのは学校である。アドバイザー派遣要請も学校が行うものであ

り、子どもや家庭が支援を要請する仕組みがない（ように見える）。こども発達センター

につながった親子がそのまま教育研究所に引き継がれる仕組みを検討して欲しい。それぞ

れの事業の実績は評価できるが、ライフステージを通じて切れ目なくサービスを過不足な

く提供するためにはなの花と教育研究所との連携強化も必要だと考える。

教育研究所/

こども発達セ

ンター

子どもや家庭が支援を要請する仕組みに関しては、児童生徒やその保護者、あるいは関係者か

らの相談に応じる「教育相談・発達相談事業」を実施しています。今後も学校、発達センター

と連携しつつ、個々の相談に応じていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　連携強化に

関しては、学校・教育研究所・こども発達センター・相談支援事業所・学童保育室などのさら

なる強化について検討し推進しているところです。

42 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.59（児童発達支援事業）

この５年間で実績値が確実に上がっていることについて、柔軟でニーズにあった対応をし

てくださったことが伺えました。ありがとうございます。

こども発達セ

ンター

親子分離の回数の変更、登園日数を希望する日数利用できるように、併用のお子さんの登園日

を選択できるようになど、利用している方のニーズと受け入れの方法を検討してきた結果が出

席率の向上につながったと思います。

43 3

重点事業

過去5年間の実績に関する担

当課への意見

No.62（適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営）

適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営のなかで、市内の不登校児童・生徒を減らしていく

ことが必要とありました。発達に支援が必要な子どもが年長から小学校に上がるタイミン

グでの、学校と他機関の連携、個人情報の取り扱いがスムーズになることで、小学校に上

がってから不登校になるリスクの軽減につながりそうですね。教育研究所がそのあたりを

平成31年、32年と注力しているようですので期待します。

教育研究所

切れ目のない支援として、こども発達センターのケースを研究所にそのまま移行するなら、こ

ども発達センターの利用者に意思確認することが必要だと考えます。今後も、療育教育システ

ム連絡会で他機関との連携を図り、入学後の子どもの一人ひとりの状態に合わせた支援を行

い、学校と連携してつなげていきます。

44 3

重点事業

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

No.62（適応指導教室「ヤング手賀沼」の運営）

意見や提案とはすこし違いますが、ＩＣＴ教育の導入も必要となってきている。とヤング

手賀沼の運営の中で記載がありました。端末などのハード面は用意したとして、実際の利

用に関するノウハウのソフト面をどう充実していくかも今後の課題になるかと思います。

運用に向けて解決すべきことは多々あるかと思いますが、子どもたちの将来にむけて必要

な取り組みが少しづつ進みそうですね。

教育研究所

ご意見有難うございます。ICT教育を使用するICTツールによって画像や動画を分かりやすく授

業を行うことで、児童生徒の興味・関心を高め学習に対するモチベーションが高まります。ヤ

ング手賀沼でも活用できるようにしていきたいと思います。

45 3

達成率一覧表

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

子ども・子育て支援事業　No.9（子ども短期入所事業）

子ども短期入所事業に関しては、近隣の地域も含めて事業所が不足している状況で、空き

が出ずに市内の新規利用者が利用できない状況なのでしょうか。そうであれば、ニーズは

高そうですので、受け入れできる事業所が市内に増えていく必要がありそうですね。
子ども相談課

子ども短期入所は、松戸市にある児童養護施設「晴香園」に委託をしておりますが、東葛地区

唯一の子ども短期入所を受託できる施設であることから、近隣6市の委託を受けており、利用相

談を受けても残念ながら空きがないことがあります。新規利用者の利用は可能ですが、ご希望

日に空きがなければお断りせざるを得ない状況です。現在委託先である児童養護施設が、当事

業の実施先を広げるため里親等協力家庭に委託できるよう近隣6市と検討を進めているところで

す。

46 3

達成率一覧表

達成率、原因分析、実施計画

に関する意見

子ども・子育て支援事業　No.13（利用者支援事業）

情報発信と個別の相談コーディネートを考えたとき、配置箇所が増えないことで何ができ

ていないのかわからない。全ての子育て支援施設にコンシェルジュを配置する事が必要な

のか、その点を目標値に設定し続けてよいのか検討してほしい。

保育課

第三次計画では保育課及び全ての子育て支援施設への設置を目標としていましたが、現状とし

て設置されてない子育て支援施設へは巡回することや、電話での相談対応を実施することでほ

ぼ対応できていると考えています。そのため第四次計画では進行管理で使用する目標値の指標

を相談件数に修正しています。

47 3

達成率一覧表

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

子ども・子育て支援事業　No.13（利用者支援事業）

保育コンシェルジュの配置についてですが、出張相談は頻繁に行っているのでしょうか？ 保育課

配置以外の子育て支援施設には、月２回程度巡回相談日を設定しています。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

48 3

達成率一覧表

表に出てきた言葉の意味につ

いての疑問・質問

子ども・子育て支援事業　No.13（利用者支援事業）

保育コンシェルジュの配置は、原因分析で2カ所（3人）から増えない状況であるというの

は、人員の確保が難しいということでしょうか？また、3人というのは、1カ所に2人配置

されているということでしょうか？

保育課

子育てコンシェルジュは子育て全般についての幅広い知識が必要であることから、人材の確保

と育成が難しい状況です。２か所の設置となっていますが、保育課に１名、子育て支援セン

ターに２名の配置になっています。

49 3

達成率一覧表

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

重点事業　No.14（小児のインフルエンザワクチン接種費用助成）

目標値以下との記載があったため、提案なのですが、例年1/31までの接種分までが助成と

ありますが、対象が6ヶ月以上からで、子どもの場合、2回接種が必要となります。例え

ば、7月中旬から後半生まれの場合、1月中旬以降に1回接種出来、その後、2回目の接種が

必要となりますが、1回目の接種から、3～4週間空けた方がよいとされており、そうする

と２回目の助成は対象となりません。こういった場合、対象にすることは出来ないので

しょうか？

健康づくり支

援課

インフルエンザの流行時期は例年12月から3月頃までであり、ワクチンの効果が出るまで約2週

間かかることから、より有効性を高めるために一般的には10月から12月中旬頃までの間に行う

ことが適当であるとされています。なので、例年1月31日までの助成とさせていただいておりま

す。

50 3

達成率一覧表

達成率、原因分析、実施計画

に関する意見

重点事業　No.52（ひとり親家庭等相談等）

この事業は、どのように周知されているのでしょうか？定期的に広報等に載せているので

しょうか？また、この事業内容は、離婚前からの相談に応じ、生活・子育て・就労等の支

援を行うとありますが、実施結果が就労相談から就労に結びついた件数に限定されている

のは、なぜでしょうか？また、全相談件数は何件くらいでそのうち就労の割合はどのくら

いになるのでしょうか？

子ども支援課

（ひとり親相

談担当）

児童扶養手当（ひとり親手当）の新規申請時、現況届の時期（毎年8月）にチラシ配布等により

案内する他、広報あびこ（市民相談として毎月掲載）、ホームページでの周知を行っていま

す。平成31（令和元）年度の全相談（延）件数は1,032件、そのうち就労全体では約24％、求

職・転職では約7％と低くなっています。指標については、自立支援の推進という方針のもと設

定したものではありますが、今後、変更や見直しも検討していきます。

51 3

達成率一覧表

達成率、原因分析、実施計画

に関する意見

重点事業　No.58（障害児相談支援事業）

ひまわり園利用のための計画書をなの花が100％作成できているのは当然ではあるが、評

価できる。就学後の放デイ等のサービス利用計画の作成実績やその評価が項目にないた

め、事業が適性であるか判断に迷う。
こども発達セ

ンター

前計画策定時は、国から平成27年3月末までに、サービスを利用しているすべての利用者へ、

サービス等利用計画を作成するようにとの指示があり、サービス等利用計画をサービス利用し

ているお子さんすべてにスムーズに作成するために、子ども相談課の相談支援事業所と対象者

を分けて計画の作成を行いました。そのために、指標が「ひまわり園を利用する方の計画書を

なの花で作成する」という表現になっていました。平成27年3月末ですべての利用者への計画作

成が達成できたことから、その後は、なの花でも放課後等デイサービスを利用する方への計画

を作成しています。よって、次期計画の本項目の指標を、「相談支援事業所『なの花』のサー

ビス等利用計画書作成数」で進行管理をしていくこととします。

52 3

達成率一覧表

達成率、原因分析、実施計画

に関する意見

重点事業　No.62（適応指導教室ヤング手賀沼の運営）

目標値が18％となっていますが、昨年度は30日以上の不登校の子どもが約180人いてヤン

グ手賀沼登録者は、約50人程度おります。目標値は、今後30％にしてもいいと思います。

益々、不登校の子どもが増えていく中でのヤング手賀沼の存在は大事だと認識していま

す。

教育研究所

昨年度末、30日以上の不登校の子どもの人数は255名でした。ヤング手賀沼登録者の数は、37

人でした。達成率が15％となっております。令和6年度末の目標値18％は妥当と考えられます。

53 3

達成率一覧表

今後こうした方がいいのでは

ないか、という意見・提案

重点事業　No.62（適応指導教室ヤング手賀沼の運営）

今年度のヤング手賀沼の登録者数44名中、特別支援学級在籍者が17名います。38％になり

ます。指導員3名体制で頑張っておられますが、特別支援教育の経験者を指導員として増

員することで子どもや保護者のニーズに応じたきめ細かい対応ができる。

教育研究所

今年度は、心理を専門とする教育相談員を1名アドバイザーとしてヤング手賀沼に週1回2時間配

置しました。特別支援教育の知識と経験を持つ指導員の確保は必要と考えております。来年度

に向けて指導員の配置を再検討中です。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

54 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p3 ⑶：子ども同士の交流も深まったとありますが、深まったというのは質の側面で使う

言葉なのですが、表現として合っていますでしょうか？（事業の方を見ると課題も多そう

なので）

指導課

園と学校、園同士、子ども同士の交流においては、回数を重ね工夫を凝らして実施する中で、

教職員間の理解が深まり、また子ども同士関わりにも深まりが見られるようになりました。ま

さに質的な側面における深まりが見られるようになったところです。

一方で、交流機会の確保という点では、天候、季節性流行感染症などの影響も含め、日程調整

に苦慮する部分もありますが、毎年各園、学校で年度初めに実施日程を予め設定したり、季節

の影響を考慮したりして、できるだけ機会を設定できるよう努めている園、学校も増えており

ます。

市としましては、引き続き、交流活動の意義について啓発を進め、適切な日程調整を促してま

いります。

55 4
第三次子ども総合計画の総括

について

p1.6～8行目  『「満足度が高い」とする人の割合』とあるのは、「高い」と「やや高い」

をあわせた数字であるはずで、表記を直した方がいいと思います。
事務局

表記を「『満足度が高い』と『やや高い』を合わせた『満足度が高い』とする人の割合が～」

に修正します。

56 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p1.7行目「それぞれ25.9ポイント、30.8ポイント増加している。」の根拠を計画書から見

つけられません。 事務局

数字は、平成25年度調査のニーズ調査等結果報告書に拠っています。第四次計画書の中には記

載されていません。本文の中で、「平成25年度の調査結果に比べ～」と記載しておりますの

で、読み手は理解していただけると判断しました。

57 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p1.7行目　こんなに満足度が上昇しているのは何によるものなのか、また、5年前の満足

度が37.5％と28.3％であったとすればあまりに低すぎて問題視すべきだったのではない

か、（計画書策定の時点で気づかず申し訳ありませんが）説明が必要ではないかと思いま

す。

事務局

平成25年度調査と平成30年度調査の設問文は全く同じですが、平成25年度調査は満足度の段階

に〇をつけるのみだったのに比べ、平成30年度調査は〇をつけた理由も記載するようになって

います。もしかしたら回答方法による違いかもしれませんが、明確な理由は不明です。次回の

調査では、平成30年度の回答形式と同一にする必要があると思われます。

58 4
第三次子ども総合計画の総括

について

p1.25行目  「それ以下だった事業が5事業」とありますが、資料5では4事業になっていま

す。「心の教室相談員の派遣」は90％ではありませんか？
事務局

ご指摘の通り、事務局の記載誤りで、それ以下だった事業は4事業です。表記を修正します。

59 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p2.⒘行目  「幼稚園・保育園等における小学生の預かり保育」の実績をどう評価するの

か、定員超過の緩和措置になり得ているのか記述がほしいと思います。また、定員超過緩

和だけが小学生の預かり保育を始めた理由ではなかったように感じているが、「その緩和

措置として」と言い切ってよいか、検討していただきたい。

子ども支援課

（放課後対策

担当）

小学生の預かり保育は、定員超過している学童保育室の緩和措置として一定の効果はあったと

考えますが、解決までは至っていないと認識しています。改めて保護者のニーズと幼稚園・保

育園が提供できるサービスのマッチングが必要と考えます。

また、定員超過緩和に関しては、学校から転用可能教室の借用や新たな施設の検討等も行って

いるため、「その緩和措置の一つとして」と修正します。

60 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p2.19～22行目  「学童保育室及びあびっ子クラブ」の「5校が民営化された」というの

は、学童とあびっ子両方ともが民営化されたということでしょうか。また、その後の「早

朝及び夜間の…ニーズに応じたサービスが実施されている」という部分は、民営化されて

いないところでできなかったサービスが民営化によって可能になったということでしょう

か。

子ども支援課

（放課後担

当）

お見込みのとおりです。

その小学校単位での民営化（委託）となりますので、その小学校の学童とあびっ子は、同じ業

者となります。

また、民営化することによって一日保育時の開室時間の延長（民営7：30～19：30、公営7：45

～19：00）やお弁当の調達等のサービスが可能となっております。

61 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p3.2行目  「専門相談の体制整備や専門機関同士の連携を強化する」というのは、「一人

親家庭等相談」事業の内容を見直し、強化するという意味でしょうか。個別の事業によら

ず、日常的な連携強化という意味でしょうか。または、相談窓口や体制を大きく見直すと

いう意味でしょうか。

事務局

「日常的な連携強化」という意味合いで表記しました。

62 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p3.6行目  「サポートを求める人と提供できる人のマッチング方法を検討」というのは、

「ファミリーサポート」事業の見直しということでしょうか。それとも新たな仕組み作り

が必要ということでしょうか。

事務局

ここで表記した「サポート」は、ファミリー・サポート・センターの意味ではなく、「子育て

している方が地域の中で必要とする支援」の意味で使っています。表記を「日々の子育てにお

いてサポートを求める人と～」に変更します。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

63 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p3.11行目  「子育て包括支援センター」（「子育て世代包括支援センター」？）の設置に

よる新事業の実績（目標値に対する達成度）があるとありがたいと思います。

事務局／健康

づくり支援課

文中の表記は「子育て世代包括支援センター」の誤りですので、訂正します。

子育て世代包括支援センターにおける目標は、1か所設置することであり、達成しております。

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援のため、産婦健診を平成29年度から導入していま

す。その中で、家族から十分な支援が得られず、産後の生活に不安がある家庭を対象に、産後

ケア事業を開始し、平成29年度から産褥期の心身の状態を把握し必要な支援につなげるため産

婦健診導入しました。

64 4

第三次子ども総合計画の総括

について

P6の（６）「配慮を必要とする子どもと家庭への支援」について

下から８行目、「教員からの申請が増加しており、・・・」の件です。教育研究所のアド

バイザー派遣事業等の活用については、教員が単独で講師等の依頼をすることはできませ

ん。管理職の承諾が必ず必要となります。その点からすると「学校からの申請が増加して

おり、・・・」とした方が良いと思います

教育研究所

ご指摘の通り、教員からではなく学校からの申請が正しい表現と考えますので、そのように修

正します。

65 4

第三次子ども総合計画の総括

について

P7の（７）その他について

P1の概況について、「お住まいの地区における子育ての環境や支援の満足度」について

は、「満足度が高い」としています。又、「我孫子市は子育てしやすいまちだと思う」で

も高い数値を示しているとしています。我孫子での子育てを前向きにとらえる方が多いと

結論づけています。

基本目標の６項目に対する成果と課題を総括しているのに、最後に敢えて（７）その他と

して「医療費・保育料・教育費などの子育て費用の助成」という市が負担するべき課題を

取り上げる必要性があるか疑問です。子育て家庭の生活は苦しいが、我孫子市では独自の

施策として新たな助成制度を設けていると書けるならばいいと思いますが。

事務局

総括文は、6つの基本目標に沿ってまとめましたので、確かに最後の「その他」は追加的な項目

になります。しかしながら、ニーズ調査の結果を見ても、子育ての経済的支援の要望はかなり

多く、無視はできない問題だろうと考えました。また、子どもの貧困の問題も、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。

市も子育て世帯における経済的支援は大きな課題として捉えており、市の独自施策として、県

の制度に上乗せした小学４年生～中学３年生の通院費の医療費助成に加え、令和2年8月から、

高校生等医療費助成制度を開始しました。また、新型コロナウィルスの影響を受けているひと

り親家庭を支援するために臨時給付金を支給するなど、子育て世帯をサポートしています。

66 4

第三次子ども総合計画の総括

について

p7の5行目 「状況に合わせた学習支援の場」とは何を指しているのか、「学校以外の支援

の場を足がかりにして社会的自立を目指すことが必要」とはどういうことなのか、もう少

し詳しく説明がほしいと思います。
教育研究所

「状況に合わせた学習支援の場」とは、ヤング手賀沼への通級です。我孫子市では、20校目の

学校として整備し、学校に戻ることを大前提とはしていません。子どものニーズに合わせた教

育支援を行い、学校や家庭以外でのsafty baseを作った上で集団活動を通して自立心、社会性を

高め社会（学校）への適応能力を養うことを目標としています。

67 4
第三次子ども総合計画の総括

について

拝見しましたが、とてもわかりやすい文章でした。
事務局

委員の皆さんからの意見を踏まえて、さらに分かりやすくしたいと思います。

68 4
第三次子ども総合計画の総括

について

P3の産後の生活に不安がある家庭を対象に、産後ケア事業も開始したとありますが、事業

内容を詳しく記載する方がより良いのではと思いました。

健康づくり支

援課

「産後ケア事業」を「産後ケア事業（休養の機会や不安軽減を目的としたショートステイ

等）」と修正いたします。

69 4

第三次子ども総合計画の総括

について

P4 意識調査では、「自分のことが好きだと思うか」について「あてはまらない」と回答

した割合は、小学生本人35.4％、中学生本人50.7％とありますが、調査では「あてはまら

ない」と回答した理由まで知ることが出来る調査だったのでしょうか？もしそうならば、

可能であれば理由も知りたいと思いました。また、この結果を受けて、何か具体的な対応

はされているのでしょうか？

事務局

今回の調査では、残念ながら「自分のことが好きと思わない理由」までは調査しませんでし

た。自分のことを好きと思う子を増やすための具体的な対応というのは、なかなか難しいと思

いますが、これからも、子どもたちが広く参加でき、楽しんでもらえる行事や催し物を数多く

実施することによって、様々な体験ができる環境を整えていきたいと考えます。

70 4

第三次子ども総合計画の総括

について

基本目標における成果と課題の中で、子育てコンシェルジュへの相談が大幅に増加してい

ることが挙げられていましたので、どのような相談が多く寄せられているのかについて少

し触れてしていただけると、子育て世帯の困り間がよりイメージしやすいかと感じました
保育課

入園に関する相談がほとんどで、平成31年度は、保育園・幼稚園・認定こども園の入園につい

てが82％、一時預かり等の一時的な保育についてが10.7％、子どもの発達についてが2.1％、家

庭全般についてが0.1％、その他が5.1％となっています。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

71 4

第三次子ども総合計画の総括

について

P5-19行目　今後地域で子育てを支援してもらえる人材を発掘していくと共にとあり、ま

さしくその通りなのですが、我孫子市の場合西部地区と天王台以東地区では少子高齢化の

深刻度合が異なり、人材の発掘の側面でも地域間格差は明らかです。近い将来子どもの見

守りをする人材が枯渇する地区も間違いなくでてくると思います。 以上のことから、近い

将来深刻に人材不足が懸念される地域も出てくることと、それに対する準備が必要との追

記が必要かと感じます。

事務局

ｐ5（4）の最後の部分を以下のように修正します。

「今後も、地域の人々が気軽に子育てを支援してもらえるような環境づくりを行っていくこと

が必要である。」

アンケートでも分かるように、子育ては、地域の人々のちょっとした支えがあると楽になりま

す。今回、市では子ども総合計画の「地域の方向け」の特別版を作成し、配布しました。今後

も地域の方々が気軽に子育てに参加できるような環境づくりを行っていきたいと考えます。

72 4

第三次子ども総合計画の総括

について

P7-11行目　「医療費・保育料・教育費など子育て費用の助成」

　　　　　　　↑

医療費助成や幼児教育無償化などはすでに実現しており、かなりの教育費負担の軽減が図

られています。適切な生活支援とサポートについてもう少し具体的に記載していただけれ

ば、さらにイメージしやすいと感じました。

事務局

P7-11行目　「医療費・保育料・教育費など子育て費用の助成」

子育て世帯において、経済的問題は依然として大きな比重を占めていることが明らかになりま

したが、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートし、保育料や教育費の費用助

成が実施されることとなりました。今後も経済的な支援に加え、子育て世帯が抱える様々な問

題を適切な生活支援等に結び付け、生活に不安を抱える家庭のサポートを充実させることが今

後も必要です。

73 5
第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

既出の箇所で十分だと思いますが、あえて追加するなら市内の飲食店等
事務局

市内の飲食店への配布は、対象店の把握と配布作業に多大な労力を必要としますので、今回は

見送りたいと思います。

74 5

第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

地域向け版を市民のチカラまつり（9月27日）で配布してはいかがでしょうか。また、自

治会回覧板は難しいでしょうか。

事務局

今年の「市民のチカラまつり」は人を集めず、オンラインによる開催ですので、配布は難しい

と思われます。市民活動ステーションには設置しています。

自治体回覧板については、市民活動支援課に確認しましたが、自治会を通しての配布は、「広

報やホームページでは周知が足りないものに限る」という規定があり、難しいと思われます。

そのため、広報あびこ10月16日号に、市のホームぺージで特別版が見られることを告知する記

事を掲載致しました。

75 5

第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

特別版の作成、ありがとうございます。それぞれに読みやすく工夫されており、感謝いた

します。

子ども向けの「君に届け！！」という表紙はインパクトがあって、すばらしいと思いまし

た。最後のメッセージが、「あなたの持っている力が、社会でのびやかに発揮できますよ

うに」だとさらによかったのにと思います。

配布場所については適切だと感じます。

事務局

子ども総合計画を広く市民の皆さんの知ってもらうため、今回は特に特別版を作成しました。

保育園・幼稚園の保護者に配布したところ、「我孫子市でいろいろな事業をやっているのがわ

かった」、「計画本体も見てみたいと思った」という声をいただきました。

76 5

第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

産院などにも配布されるといいのではと思いました。

事務局

我孫子市内に3カ所の産婦人科病院（あびこ助産院、あびこクリニック、遠藤レディースクリ

ニック）がありますので、そこに配布したいと思います。

77 5

第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

子ども向けの資料配付が小学校5年生以降となっていましたが、小学１年生からの配布を

しないのはなぜなのか疑問に思いました。確かに、低学年の子ども達には少し難しい内容

もあるかと思いますが、P5の知っておいて欲しいことやP6だけでも早い段階で子ども達

に知っておいてもらいたい内容だと感じました。この子ども向けの『君に届け!!』の配布

目的は、例えば今すぐ困っていることはなくても、いざ子ども達が困った際に「あっ、そ

ういえば電話やメールで相談できるところがあった」と思い出してもらえるためのもので

はないかと私は思いました。もし、全学年配布が予算的に難しいのであれば、ここだけは

知っておいて欲しいという内容だけ、口頭で伝えて、1部だけ教室に置いておく、または

掲示してもらうのもよいのではないかと思いました。

事務局

今回、特別版を作成するに当たって、使用する漢字にも小学校5年生以上で習う漢字にはルビを

振るなどし、小学校５年生から中学生の子どもたちを念頭において作成しました。小学校の低

学年の子どもたちに読んでもらうためには、内容をもう少し変える必要があると思われます。

今回の子ども向け特別版は5年生以上への配布としたいと思います。



番号 議題 ご意見・ご感想 担当課 回答

78 5

第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

障がい者まちかど相談室

事務局

障害福祉支援課と相談しましたが、相談室への来訪者を考えると、子育ての地域の担い手を発

掘するという意図からは、やや外れるのではないか、という意見でした。そのため、今回は配

布を見合わせることとします。

79 5

第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

自治会および地域の子ども会に配布しては如何でしょうか。

事務局

ご提案ありがとうございます。

自治体（回覧板）については、No.74の回答をご覧ください。

子ども会についてのご提案、ありがとうございます。子ども向けは各学校で配布済みのため、

重複すると考えられます。子ども会育成連絡会の役員の方は、すでに地域の子育て支援の担い

手としてご活躍いただいております。計画書の内容については、増田さんの方から改めてご周

知をお願いできますでしょうか。

80 5

第四次子ども総合計画特別版

の配布先について

①子ども向けを配布の際に保護者向けも同時に配布はいかがでしょうか？　②保護者分の

印刷コストが高いならば、連絡メールでの紹介でもいいと思います。③地域向け配布先に

数は絞っても、子ども向けと保護者向けも一緒に並べた方が、子ども総合計画のことが伝

わりやすい場合もあると思います。④自治会回覧板での閲覧なら、興味のある方の人の目

に留まるかとも思います。⑤民生委員さんは、子ども世帯に関わりが有る時には、保護者

向けや子ども向けも携帯していただくことで、都合の良いこともあるような気がします。

⑥子どもに関わる団体への配布も必要なのではないかと思います。

※QRコードで知りたいことを即観ることができ、もしもの時に活用してみようと思える

冊子になっていると思いました。

事務局

②の連絡メールについて、放課後対策担当に確認したところ、学童やあびっ子クラブで利用し

ているまちこみメールは、登録・利用者が限定されています。教育委員会で利用しているス

クールはありますが、その利用方法として「計画書の紹介」は使用目的が異なるのではないか

と思います。


