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令和元年度 第５回 我孫子市子ども・子育て会議 

 

１ 開催日時 令和２年２月 16日（日）9時 00分～10時 30分 

 

２ 開催場所 我孫子市役所 西別館会議室 

 

３ 出席者 

（委員） 

〇箕輪会長、〇伴副会長、〇太田委員、〇増田委員、〇菅原委員、〇間弓委員、 

〇水野委員、〇池田委員、〇鎌田委員、〇会田委員 

（市職員） 

森子ども部長、星次長兼保育課長、荒井子ども支援課長、阿部子ども相談課長、 

三澤こども発達センター所長 

（事務局） 

谷次補佐、山本主任、(株)名豊・糸魚川 

 

４ 議題 

（１）子ども総合計画について 

（２）子ども総合計画（概要版）について 

（３）子ども総合計画 進行管理表について 

（４）各課からの報告（保育園整備計画（案）、放課後子ども総合プラン（案）の 

報告、他） 

（５）その他 

 

５．配布資料 

・資料 1 第四次我孫子市子ども総合計画（案） 

・資料 2 修正箇所一覧①（第 4回会議からパブリックコメントまで） 

・資料 3 修正箇所一覧②（パブリックコメント以降） 

・資料 4 第四次子ども総合計画（概要版） 

・資料 5 進行管理表（案） 

・資料 6 保育園等整備計画（案） 

・資料 7 放課後子ども総合プラン（案） 

 

６ 会議概略 

 

【荒井課長】： 

それでは、定刻となりましたので、第５回我孫子市子ども・子育て会議を開会いたしま

す。本日は大変お忙しいなか、お集まりいただきましてありがとうとうございます。 

会議に先立ちまして、毎回のお願いではありますが、審議会の会議は公開になっている
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関係上で、ホームページでの公開となります。会議録の作成のため、本日の会議も録音さ

せていただきますので、ご了承ください。 

なお、本日の会議は全員のご出席をいただいておりますので、本日の会議の定足数を満

たしていることをご報告いたします。 

つづきまして、本日配布しました資料を確認させていただきます。事務局よりお願いい

たします。 

 

【事務局（谷次）】： 

 （配布資料の確認） 

 

【荒井課長】： 

それでは、我孫子市子ども・子育て会議条例第６条第 1項により、議事進行は箕輪会長

にお願いいたします。 

 

【箕輪会長】： 

おはようございます。本年度の会議も今日で最後になります。本日の会議をもちまし

て、計画書案の最終確認となりますので、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ので、ご報告いたします。 

 

（議題１）子ども総合計画について 

 

【箕輪会長】 

それでは次第に沿って進めます。それでは、議題１、子ども総合計画について、事務局

から説明をお願いします。 

 

【事務局（谷次）】： 

（前回の会議からの変更点を説明） 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございました。ここまでのところで何かご質問等ございませんか。他に計画

書のなかに、気になったところがございましたらお願いします。 

いかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

続きまして、第四次子ども総合計画の諮問について、事務局からお願いします。 

 

【事務局（谷次）】： 

この子ども・子育て会議は市長の諮問機関となっております。前回の第三次計画の策定

時には、市長がこの会議に来て、諮問書を渡していただきましたが、今回は日程の関係

で、市長は出席しておりません。そこで、今回の第四次子ども総合計画につきましては、

市長から諮問書が２月 16日付で、届いておりますので、こちらを、森部長から箕輪会長
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に渡していただきたいと思います。 

 

【森部長】： 

我孫子市子ども総合計画の策定についての諮問。 

「我孫子市子ども・子育て会議会長、箕輪潤子様。我孫子市子ども・子育て会議条例第

２条の規定により、第四次我孫子市子ども総合計画（案）について、会議の意見を求めま

す。我孫子市長、星野順一郎」 

代読、子ども部長、森和枝。よろしくお願いします。 

 

【事務局 谷次】： 

今回の諮問を受けまして、この計画案を本日の子ども・子育て会議で検討をし、おおむ

ね妥当であるという答申を市長に行うことになりますが、この会議の時間だけで確認をす

ることも難しいと思われますので、委員の皆様には、今回の計画書を一度お持ち帰りいた

だきまして、再度ご確認していただきたいと思います。そして、何かご気づきの点がござ

いましたら、事務局までご連絡をいただきたいと思います。ご連絡の期限は２月 26日、

水曜日とさせていただきます。連絡がありました修正を、事務局等で行い、それをもって

計画案の確定とさせていただきます。 

確定した計画案を市長へ答申する日は、３月 25日、水曜日を予定しております。箕輪

会長はお仕事の関係でいらっしゃれませんので、代理で伴副会長にお願いしました。伴副

会長から直接、市長に計画書を渡していただくことになっておりますので、よろしくお願

いします。 

以上のように進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございます。以上の説明について、何かご質問等ございますか。 

 

（議題２）子ども総合計画（概要版）について 

 

【箕輪会長】 

それでは続いて、議題２、子ども総合計画（概要版）に移ります。事務局からお願いし

ます。 

 

【事務局（谷次）】： 

（資料説明） 

 

【箕輪会長】： 

ここまでで、なにかご質問等ございますか。 

 

【事務局（山本）】： 
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補足です。概要版ですが、現在デザインの校正中です。ですから、５ページの上にある

成果指標のところのデザインが変更になる可能性があります。 

 

【増田委員】： 

ちなみに、現物はカラー版ですか。 

 

【事務局（谷次）】： 

配布するのは白黒版になりますが、ホームぺージ上ではカラーになります。色のついた

見本を皆さんにお回しいたします。 

 

【箕輪会長】： 

概要版について、何かございますか。 

少しお伺いしてもよろしいでしょうか。３ページの、子どものイラストのところに、

「近所の人とあまり話さない」とか「未来はどんな世の中だろう」という言葉があり、そ

の下に「自分のことが好きだと思わない子ども」という意識調査の設問があります。大人

のイラストの方は「働きながらの子育てって大変」とか「育児ってお金がかかる」という

言葉に対して、「（子育てについて）気軽に相談できる人がいない人」というニーズ調査の

設問にうまくつながりますが、子どもたちの方はあまり関連性がないような気がします。

そのあたりの文言を選ばれた経緯について、何か教えていただけたらと思います。 

 

【事務局（山本）】： 

確かにご指摘の通りだと思います。アンケートから、近所の人とあまり話さない、教え

てもらうことがない、とあったということと、更に、学校教育等で「生き抜く力」を重視

しているということで、このコメントを入れてしまったのですが、確かに上と下の整合性

がとれていないと思いますので、見直したいと思います。 

 

【箕輪会長】： 

たぶん自分のことが好きと思わない子どもというところは、そのままにして、自己肯定

感の部分が大事なので、そこと関連付けて、解決されて、生きる力につながるような言葉

を選んでいただくといいと思いました。 

もう１点ですが、先ほどデザインの変更があるというお話がありましたが、表紙の絵で

すが、お子さんが一見すると、例えば肢体不自由のお子さんだったりとか、いろいろなお

子さんがいるということだったり、多文化の多様な国籍のお子さんもいらっしゃったりと

いうことも、包括的に考えていくということであれば、ここに出てくるお子さんの見た目

も少し工夫したほうがといいと思いました。 

 

【事務局（山本）】： 

表紙に、子どもたちが１列に並んでいますが、いろいろな人が街のなかで、生活してい

ることが伝わるような人物配置、多様性を含めて、調整をします。 
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【箕輪会長】： 

背の高さをそろえてあって、同じように見えます。なので、小さな赤ちゃんから、大き

な子どもまで、いろいろ工夫していただけたらと思いました。ありがとうございました。 

他に皆さんから質問等ございますか。 

 

【水野委員】： 

２ページですが、データから見える現状として、２つ載せてあります。皆さん承知のこ

とではあったと思いますが、２，３ページを見ると、暗い話題ばかりですので、もう少し

プラス思考のデータや資料をあわせて、載せていただくと、読む気になると思います。 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございます。課題の解決のことだけではなくて、もっといいところをアピー

ルすることが大事かもしれません。他にいかがでしょうか。 

 

【伴委員】： 

先ほどのイラストについてですが、３ページのところの、父さん母さんというのが、先

程のような視点からすると、皮肉になっていますね。今どき、会社員のお父さんと、専業

主婦のお母さんというのが、典型ではなくなっていて、逆にそのお母さんたちも働いてい

て、大変な部分をなんとかしようということを、計画の中では考えているはずなので、ビ

ジュアルを考えていただけたらと思います。 

 

【箕輪会長】： 

２人とも普段着のようにみえるかもしれないですね。他にいかがでしょうか。 

 

【増田委員】： 

カラー版の第一印象なんですが、青が基調だと冷たいイメージが伝わるので、もう少し

暖色系を使う方がいいのではないかと思います。 

 

【事務局（山本）】： 

ありがとうございます。実際にそうですね。印刷するときは白黒になると思いますが、

ホームページに掲載するときは、カラーで載せますので、温かみが出るようにしたいと思

います。 

 

【箕輪会長】： 

この概要版、特に保護者の方が見て、理解するというところにつながると思うので、保

護者の方からご意見をいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【間弓委員】： 



6 

 

わたしはこのイラストの、手賀沼が印象に残って、フリーハンドみたいに描いていると

ころが、すごく我孫子市らしくていいと思いました。 

 

【増田委員】： 

フリーハンドってあまりないですよね。 

 

【間弓委員】： 

そうですね、出来上がったものを載せるよりも、暖かみがあると感じます。 

 

【箕輪会長】： 

鎌田委員、いかがでしょうか。 

 

【鎌田委員】： 

これ自体はいいと思ったので、特にありません。 

 

【箕輪会長】： 

会田委員、いかがですか。 

 

【会田委員】： 

やっぱり初めて親になる世代の方が目にすると思うので、特に４、５ページが、「こん

な人が支援をうけられる」ということが、目に見えてわかるのがいいと思いました。 

 

【箕輪会長】： 

他に何かございますか。 

 

【事務局（山本）】： 

少し付け加えます。この概要版は、デザインを株式会社名豊にお願いして作っています

が、今、事務局で考えているのが、これの他に、もう少し相談先や、事業に結び付く特別

版を作成しようとしていています。今年度の審議会は間に合いませんが、今年度中にぎり

ぎり作れるか、来年度になってしまう可能性もあるところです。啓発を含めたものという

ことで、想定しているのが、子ども向けと、親向けと、地域の担い手に向けの３種類で

す。例えば、こういうときにこんなところに相談場所があるとか、もう少し細かい事業内

容について、対象者別に手軽に見やすいものを作って、それぞれの対象者に届くような場

所に置こうと考えております。同時に、計画が市民の皆さんに伝わればと工夫していま

す。 

 

【会田委員】： 

特別版の配布というのは基本的に誰宛になりますか。 
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【事務局（山本）】： 

そこも今検討していて、おそらく特別版では、計画書という形ではなく、周知の部分が

強くなるので、どちらをどのように配布するというのは、庁内との兼ね合いも含めて考え

ていきます。例えば保育園や幼稚園に、お手紙のように配れるのかというところも関係課

を含めて、調整をしていきたいと考えております。 

 

【会田委員】： 

やっぱり、ちょうどお子さんを産み終わった段階が、一番お母さんが不安なので、母子

手帳配布のときに特別版を配ったらどうでしょうか。あと、転入されてきて、我孫子市や

千葉県が初めての方に、こういったことは、ここにひとまず相談できる窓口がある、とい

うことを周知できたらいいと思いました。 

 

【太田委員】： 

４、５ページに成果指標があります。現状が平成 30年度、未就学児童保護者 81.0％、

目標値が令和６年ですね。増加と書いてありますよね。見た瞬間、増加ってなにだろうと

思いましたが、要するに増加するに方向にもっていきたいということですね。増加ってな

んだか、「絶対増加するぞ」という確定のような言いかたです。例えば「増加へ」とか、

何か付け加えれば、柔らかくなると思います。本当に増加するのか、そうなったときに、

「増加」とだけでは、冷たい言い方、減少増加、そこだけが確定版のような、そこをもう

少しやんわりと表現したらどうかと思います。 

 

【箕輪会長】： 

いかがでしょうか。 

 

【伴副会長】： 

２つですが、今のような観点でいくと、計画を知らせるというよりは、市としてどうい

う方向性を求めているかを知らせたいとして、一般市民として考えると、成果指標はなん

ですかといわれるよりは、市としては、「こういう方向を考えていますよ」という書き方

が伝わると思います。相談相手がいない人を減らしたいことや、それから相談窓口を知ら

せたい、広げたいことや、そのような書き方で、「今こういう現状だけど、そういう人を

ひとりでも少なくするよ」とか、「もっとこういう人を増やしたいよ」という書き方であ

ると、ありがたいし、暖かみがあると思います。 

それと、特別版を作られることでしたら、たぶん市の担当のなかで、それをどういう担

当が、どういう人に届けたいか、というイメージがあると思います。パンフレットが届く

ことも大事ですが、人と人がつながっていくというか、そのパンフレットに相談するとい

うわけではないし、窓口に相談するわけではなくて、「この人がこの相談だったら受けて

くれる」というつながりを持っていくために、保健師さんがよくやるように、パンフレッ

トを届けに来ましたといって顔を見せるという、そういうグッズとして使えるような形

で、だれにでも使えるパンフレットではなくて、届けたい人の受け手を絞ってもいいと思
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うので、相談を受けている担当が、使いやすいとか、届けたい人に、持っていくチャンス

として使えるようなグッズにしていただけると、ありがたいと思います。 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございます。 

 

【増田委員】： 

素朴な質問です。４ページの、右側の子どもと親が健やかに過ごすことのできるまち

の、成果指標の目標について、現状は 92%で、目標は減少ですが、これは減少が正解です

か。 

 

【事務局（山本）】： 

誤りです。正しくは増加です。 

計画書の 170ページにも増加や減少と成果指標が載っています。太田委員や副会長のお

話を合せて、概要版の方向性を示すコメントというか、表現は大きく変えようと思います

が、170ページの成果指標の減少や増加というのは、このままでよろしいでしょうか。そ

れとも、ここも言葉を加えたほうがよいでしょうか、いかがでしょうか。 

 

【太田委員】： 

170ページに関しては、データ的な部分が多いということなんですね。 

 

【伴副会長】： 

計画書はこのままかな。 

 

【箕輪会長】： 

先ほどの伴委員のお話で、成果指標のところをもとにします、それと、先ほどの３ペー

ジのイラストの上のところは、少し同じように対応してわかりやすくなるとか、こういっ

たところが、よくなるようにしていきますよ、というところが指標というよりも、概要が

まずパッと見てわかりやすいと思いました。 

他に何かございますか。それでは何かありましたら、事務局にご連絡ください。 

 

（議題３）子ども総合計画 進行管理表について 

 

【箕輪会長】 

では、続きまして、議題３、子ども総合計画進行管理表に移ります。事務局からお願い

します。 

 

【事務局 山本】： 

（資料説明） 
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【箕輪会長】： 

ありがとうございます。何か質問ありますか。 

 

【事務局（谷次）】： 

念のため、１点補足いたしますと、こちらの進行表は、第四次計画の進行表になります

ので、実際に使うのは、再来年になります。来年度は第三次の最後の年の評価ということ

になりますので、これは、令和３年度から使うことになります。念のために付け加えさせ

ていただきます。 

 

【事務局（山本）】： 

先の話になってしまいますが、計画を立てたときに一緒にここまで見ておいた方が、分

析をした経験がある方の意見が反映されますので、こちらを今回お示しさせていただきま

す。 

 

【箕輪会長】： 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。前の進行管理表よりもだいぶ分かり易いもの

を作成していただき、ありがとうございます。 

 

（議題４）各課からの報告 

 

【箕輪会長】 

それでは次に議題４、各課からの報告に移ります。今回は保育課から「保育園整備計画

(案)」について、子ども支援課から「放課後子ども総合プラン(案)」の報告がありますの

で、よろしくお願いいたします。まず、保育課からお願いします。 

 

【星次長】： 

（保育園整備計画(案)について説明） 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございます。以上の説明について何か質問ありますか。 

 

【池田委員】： 

３ページの、幼児保育施設・地域型保育施設についてですが、少なくとも令和６年４月

までは、幼稚園型の認定こども園への移行は、ある程度盛り込まれていて、保育所型の認

定こども園は、当面は盛り込まないような感じですか。 

 

【星次長】： 

そこの部分に関しては、各施設が認定こども園になると、そういった希望があれば、た
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だいま説明した通り、各保育園が、結局、定員の弾力化、定員を越えて施設で受けるよう

な状況になっておりますので、基本的には認定こども園になっても受け入れる余力がおそ

らくないので、そのあたり、余力が出てきたときには、幼保連携なり、幼稚園からの保育

所なりに移行してもらって、就労しなくなったから、やめてくださいといったことではな

いような形で、見直しが可能であれば、よろしいかと思います。 

ただ、保育園が定員割れしてきたから、1号を募集していきましょうといった形までは、

我孫子市は考えていません。そこの理由としては、幼稚園が定員よりも利用が少なくなっ

ている現状ありますので、幼稚園の定員の状況を見ながら、協議を進めていきながら、そ

ういった意向があれば、見直ししていきます。 

またこの計画も、たぶん中間見直しという形で、令和３年度あたりで中間見直しも入っ

てくると思いますので、その時点でニーズ量がすごく増えて、どうにか施設営業しないと

弾力だけでは間に合わない、そういった状況になった場合には、また新たに、制御しない

といけないとか、そういった見直しもまた今後あると思います。 

 

【箕輪会長】： 

他にいかがでしょうか。 

 

【会田委員】： 

３ページの定員整理スケジュールで、公立保育園の定員が、２号認定と３号認定があわ

せて 50人減には驚いてしまったのですが、もし、建て替えのときにニーズが増えた場合は、

対応できるような大きさの建物に建て替えはできますか。 

 

【星次長】： 

そうですね。あくまでも利用定員というのは 60人にしていますが、広さ的には昔の１人

あたりの面積を広めにとっておいて、弾力でいくと 80人弱は入れるような形の箱物を考え

ております。ただ、敷地自体にもそれ以上大きな建物を建てることができないので、その

へんが限界だと思います。ちょうど、若草さんがいるということで、そこで認定こども園

に移行されるといった形になりますので、ある程度湖北台保育園が減らした分のニーズ量

について、こんどは若草さんのほうで拾ってもらう形でニーズ調整を若草さんとさせても

らっています。 

 

【会田委員】： 

今後支援の必要なお子さんが増えてくるという話も聞いて、公立保育園でないと支援の

必要なお子さんを受け入れてくれないというような保護者の声もあったりするので、その

あたり大丈夫なのかと思いましたので、質問させていただきました。 

 

【星次長】： 

確かに、支援の多いお子さんについて、保育士加配の形になるので、そこの役割につい

て、公立が担っていかないといけない部分はあるかと思いますが、ただ民間さんも増えて
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いるなかで、民間さんも意識的には、手帳があるから受けないとか、そういったことはな

くて、積極的に民間さんにも、面倒を見ていただいているところがあります。そこに対す

る加配をした場合は、人件費の一部を人数に応じて補助を出す制度にしています。 

 

【水野委員】： 

利用定員と見込みなのですが、これはおそらく人口の推定にもとづいて採取されている

かと思いますが、こちらの総合計画の 122ページの表を見ていただきますと、０歳が、令

和２年度は 775とありますが、１年前の４月までのデータによると思います。この 31年

度に関しては、かなり我孫子市の人口減少が子どもの方で進んでいるかと思います。急激

な落ち込みが激しくて、今年になってからは 720という数字になってきております。３，

４年先という感じなので、今後急激な子どもの人口減少が予測されているので、今後スケ

ジュール自体が５年というスパンではなくて、もう少し早めのスパンで見直すようなこと

というのはありうるのでしょうか。 

 

【星次長】： 

この計画を作った平成 26年度の時も、当時の人口推定で見ています。実際に今回ここ

で当初作った計画では、定員の弾力を将来、質を考えて認可定員に変えていくか、といっ

た形の計画にはできていました。ただし、今回、見直した結果、人口推定が当初よりも減

りませんでした。なので、最新の見込みの数字で見ますので、言った通り中間、あと、年

度ごとの保育園の入園児童数を当然分析していきますので、余るのであれば、定員の弾力

をしなくて済むので、そこは保育園としての、定員の質の部分が確保できているのかと思

っていますので、人口推定については、あくまでも推定なので、実績値の振り返りをしな

がら、計画は慎重に進めていく、そういうような形で考えております。 

 

【伴副会長】： 

今のご説明は、「子どもは減るけど、保育園に入れたいというような子どもの数は増え

る」ということですか。 

 

【星次長】： 

そうです。具体的には、ニーズによって、量の見込みをかなり多く見ています。ただ、

現在多く見ている量の見込みまでは、当然到達はしていませんが、ただ、保育事業は右肩

上がりになっていますので、それがどこまで伸び続けるかによっては、保育事業の制御が

また必要になってくる場合がありますし、今子どもが 725人と、水野委員がおっしゃいま

した。その人数がすべて保育園となると、当然保育園が足りなくなりますので、そのあた

りは本当に保育園のニーズ量をみながら、慎重に、待機児童を出さないように計画を進め

ていこうと思っています。 

 

【箕輪会長】： 

いかがでしょうか。それでは次に子ども支援課からお願いします。 
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【荒井課長】： 

（第２次放課後子ども総合プラン(案)について報告） 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございます。以上の説明についてなにかご質問等ございますか。 

 

【太田委員】： 

学童と「あびっ子クラブ」の違いは何か、学童さんは夜７時半まで預かっていて、この

クラブは５時に終わるとか、そこをどうクリアしていくとか、私もここの会議に出させて

もらって、とてもお金がかかっていることがわかりまして、当初 500 円でスタートしたと

思いますが、受益者負担から考えると、本当はもっとお金がかかるのをどう理解してもら

うのかということが、この会議で出ました。私の元教え子が親としていますので、例えば

その額ならどうって聞いたら、とてもじゃないけど、やらないと、アンケートの取りかた

もこうされたらいいのではないかというご意見をさせてもらったと思いますが、市の財政

難のときに、本当にお金がない中で、あびっ子クラブを維持するのは非常に大変だと感じ

ました。また、土曜日は使っていない学校も現実にあって、でもスタッフは待っていると、

それを今後どうやっていくのかということで非常にご苦労されているのはわかりました。

市長さんも言っていますが、保育所の待機児童はゼロだとか、手厚いということはわかっ

ていますので、今後も事務局というか担当者の方のご苦労はあるかとおもいますが、頑張

ってもらえたら、というのが率直な感想です。 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございます。他の皆様からはよろしいでしょうか。 

 

（議題５）その他 

 

【箕輪会長】： 

では、最後の議題５、その他に移ります。本日の会議全体を通して皆様から何かござい

ますか。 

 

【増田委員】： 

この計画書を印刷して、いつごろから配布を予定されていますか。 

 

【事務局（山本）】： 

まず、先ほどお話がありましたが、答申が 3 月下旬にありますから、そこから印刷業者

に依頼してということになりますので、おそらく冊子が出来上がるのは、来年度になると

思います。年度末に依頼すると、印刷業者でかなり時間がかかってしまうので、おそらく

４月末、５月まであたりくらいになると考えています。出来上がりましたら皆さんに郵送
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で送らせていただきます。 

 

【増田委員】： 

何が言いたいかというと、185ページですが、令和２年３月 31日までのメンバーを載せ

るよりも、4月 1日からのメンバーを載せた方がいいのではないでしょうか。 

 

【事務局 谷次】： 

ここの 185ページにつきましては、計画に携わった方という意味で掲載しています。 

 

【増田委員】： 

そういう意味であればいいですが、結局携わったというよりも、計画を実行していると

いう方が、いいと思いまして。 

 

【事務局（谷次）】： 

参考資料として、過去のメンバーとはなりますが、ここに載せているということで了解

をいただければと思います。 

 

【箕輪会長】： 

他にございますか。それでは最後に事務局からお願いします。 

 

【事務局（谷次）】： 

本日は貴重なご意見をありがとうございました。追加の意見につきましては、2月 26日

水曜日までに提出していただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

また、今年度の子ども・子育て会議は本日が最後になります。計画策定におきましては、

委員の皆様には大変なご苦労をおかけしました。皆様のおかげをもちまして、いい計画書

ができたのではないかと自負しております。アンケートの検討から２年間、この作業に携

わっていただいきました。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。あとは答

申と議会報告の流れになっております。また、委員の任期も令和２年３月 31日までという

ことで、このメンバーでの会議も今回が最後となります。皆様方にはいろいろとお世話に

なりました。このことについてもお礼を申し上げたいと思います。 

 

【事務局（山本）】： 

こちらの計画は、我孫子市としては４回目の子ども総合計画になります。担当者の私自

身としては、計画書の策定自体初めての業務で、我孫子市で子どもを育てる利用者の立場

でもあるのですが、やはりどうしても仕事として計画を作っていると、利用者の立場とい

うは、抜け落ちてしまい、皆さんがこの場で、いろいろな方面から率直なご意見を聞くこ

とで気づくこともありました。毎回とても心強く、頼りにさせていただきました。お仕事

や、家のことで忙しい中、お休みの日や１日の仕事が終わった後に資料を読んでくださっ

て、意見をメールしてくださって、大変ありがとうございました。とても助かりました。
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以上です。 

 

【事務局（谷次）】： 

次期委員のご推薦も順調にいただいておりますが、今期から引き継いだ委員をやってい

ただける方も多くおります。引き続き、委員を引き受けていただける方にはよろしくお願

いしたいと思います。今期を持ちまして、退任される委員が３名いらっしゃいます。水野

委員、会田委員、間弓委員でございます。一言ずつご挨拶いただければと思いますが、ま

ず水野委員、いかがでしょうか。 

 

【水野委員】： 

どうも、いろいろとお世話になりました。なかなか出席できないときもあったんですが、

行政のかたの努力が垣間見えて楽しかったです。ありがとうございました。 

 

【事務局（谷次）】： 

つづきまして会田委員、お願いします。 

 

【会田委員】： 

この会議に携わって、初めていろいろな事業をされているということも多く勉強させて

いただきました。これからは、保護者として、また子どもを我孫子市で引き続きのびのび

と生活できるような、計画がうまく動くことを期待しています。どうもありがとうござい

ました。 

 

【事務局（谷次）】： 

最後に間弓委員、お願いします。 

 

【間弓委員】： 

私は子どもが二階堂幼稚園にお世話になっているときに、園長先生から子ども・子育て

会議の保護者の立場から会議に参加してくれないかということでお声がかかり、私も我孫

子市のお役に立てればと思い、難しい発言はできないですけれども、何か素敵なところを

発言できたらいいと思いまして、引き受けさせていただきました。今期も公募の市民とし

て携わらせていただきました。本当に小さなことや細かいことも拾い上げて協議して、前

回よりも本当に素敵な、質の上がった、我孫子らしい総合計画が出来上がったことに、私

もすごくうれしく思っております。多くの市民の目に留まって、何かの支えや役に立つこ

とを願いながら、皆様のご尽力に感謝いたします。今までどうもありがとうございました。 

 

【一同】： 

ありがとうございました。 

 

【事務局（谷次）】： 
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それでは、来年度の第１回の会議は５月ごろを予定しておりますが、来年度の予定とい

うことですが、来年度は今年の総括を行うと同時に、第三次子ども総合計画の総括という

形の意見もまとめていただくことになると思います。計画書の中で、今までの課題や、問

題点をまとめてはいますが、それを基に今期の目標は６つありますが、それぞれの目標ご

とに実績、それから評価などをまとめていきたいと考えております。それと、先程申しま

した特別版、そちらも次回お示しできればと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。会議の開催日数ですが、一応３回くらい予定していますが、もしかしたら２回くら

いになるかもしれません。そのあたりは皆様のご都合を含めまして、検討させていただき

たいと思います。 

事務局からは以上でございます。 

 

【箕輪会長】： 

ありがとうございます。水野委員、会田委員、間弓委員、本当に３年間ありがとうござ

いました。 

それでは、以上を持ちまして、第５回子ども・子育て会議を閉会いたします。長時間に

わたりお疲れ様でした。 


