
平成３０年度第３回四街道市子ども・子育て会議 会議録（概要） 

 

日     時  平成３１年２月１４日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

場     所  四街道市保健センター３階 第２会議室 

出 席 委 員  井澤会長、伊藤副会長、青柳委員、加瀨委員、千脇委員、中村委員、 

平川委員、中島委員、白石委員、佐々木委員、竹原委員、蜂谷委員、 

早川委員 

欠 席 委 員  笹岡委員、佐藤委員 

事  務  局  矢部健康こども部長、小島健康こども部次長 

子育て支援課：山﨑課長、三好係長、山本主事 

保育課   ：能勢課長 

健康増進課 ：井内課長 

コンサルティング業者  株式会社 社会構想研究所 担当研究員１名 

 

傍  聴  人   ２人 

 

－－－ 会議次第 －－－ 

１ 開  会      

２ 会長挨拶 

３ 健康こども部長挨拶 

４ 議  題 

①四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～ 

の 29年度評価について     【資料１－１、１－２、参考資料１】 

②四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～ 

策定に係るニーズ調査の結果について（速報） 【資料２、参考資料２－１、２－２】 

③四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～ 

策定に係る市民意見の聴取方法について   【資料３】 

④その他     

５ 閉  会 

－－－ 議事概要 －－－ 

○開会 

○会長挨拶 

○健康こども部長挨拶 

○会議の公開・非公開の決定、会議録の作成について 

会 長 本日は傍聴希望者がいる。議事運営に著しい支障が生じるとは認められないた

め、会議を公開とすることとし、会議資料についても傍聴人に配布することとし

てよろしいか。 

 《異議なし》 

会 長 会議録の発言者名は、会議の公開に関する規定により明記することとなっている

ので、本会議においても同様とする。 
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それでは、傍聴人を入室させる。 

 

○議題１ 四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の 29年度評価について 

会 長 議題①「四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の 29年度評価

について」事務局より説明をお願いする。 

事務局 《資料１－１、１－２について事務局説明》 

会 長 ただいまの説明について、何か質問はあるか。 

中村委員 休日保育の実施について、今後の方向性で「保育士の確保」とあるが、現場とし

ては新たな保育士の確保のみならず、継続して働いてもらうという視点も入れて

いただきたい。保育士宿舎借り上げ支援事業はありがたい制度なのだが、新卒者

で５年までしか利用できないという制約がある。 

事務局 保育士宿舎借り上げ支援事業は 30年度に始まった制度であり、国の施策を活用

したものであるため、まずはこのまま進めて今後検討していきたい。 

中村委員 この事業は全市町村で行われているわけではなさそうであり、四街道市が先進的

な取組をしていることに感謝する。 

蜂谷委員 「パパ・ママルームの充実」が計画よりも進んでいると評価しているが、その理

由を教えてほしい。 

事務局 土日の開催回数の目標を６回としていたが、需要が増加しており、現在は８回実

施している。この部分で目標を上回る実績があり、進んでいると判断した。 

蜂谷委員 １回当たりの参加人数や実施環境を知りたい。 

事務局 参加した妊婦は 28 年度に 108 人、１回あたり 18 人であったが、29 年度は 163

人、１回あたり 20人となった。全体の印象として、父親も含め参加者数が増加

していると感じているので、回数を増やしている。会場は保健センターの２階の

フロアを使っており、本日の会議室よりも少し狭い場所で座学を行ったり、専用

フロアで離乳食を含めた調理実習等を行っている。父親が一緒に参加する回で

は、お風呂の実習や妊婦の体験実習も取り入れている。このほか、先輩が体験談

を話す場を設けており、仲間づくりを体感できることを重視している。 

蜂谷委員 このまま継続させていくのか。 

事務局 １回あたりの参加人数をこれ以上多くすることは運営上難しい。参加希望者が増

えたら、開催回数を増やすことを検討したい。 

蜂谷委員 これだけ参加者がいるのだから、ぜひ回数を増やしていただきたい。 

白石委員 パパ・ママルームを土日に開催しているとのことだが、父親がサービス業に従事

している場合、土日では参加できない。当社も若い男性社員で育児に積極的に参

加したいと考えている人が結構いる。平日開催についても検討していただきた

い。 

事務局 当初は平日開催がメインであったが、父親がより参加しやすくなるよう、土日に

開催するようにした経緯がある。また、何日も続けて参加するのが難しいという

妊婦も増えてきたので、31 年度は土日開催の１日コースとして計画している。
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今後の開催日の設定については、参加者の意見等も聞きながら考えたい。 

会 長 他に意見がなければ、次の議題に移る。 

  

○議題２ 四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～策定に係るニー

ズ調査の結果について（速報） 

会 長 議題②「四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～策定に係

るニーズ調査の結果について（速報）」事務局より説明をお願いする。 

 《資料２について事務局説明》 

会 長 ただいまの説明について、何か質問はあるか。 

千脇委員 母親が就労するのはお金・生活に困るからだと認識しているが、一家庭あたりの

子どもの数が少なくなっている中で、夫婦で働いても生活が苦しいということの

背景には、お金の使い方に課題がある可能性を考えたほうがよいのではないか。

家庭におけるお金の使い方の勉強会を開いてもよいと思う。 

事務局 ニーズ調査結果からご指摘の点を分析することは難しいと思う。各家庭それぞれ

の価値観があるので一概には言えないが、ご指摘のようなことも考えられると思

う。 

竹原委員 資料２の７ページを見ると、認知度が低いサービス・事業が結構あるが、市とし

てどのように捉えているのか。 

事務局 現在、広報やホームページで情報提供を行っているが、十分ではない面があると

感じている。調査結果を踏まえ、次年度の計画策定の中で一つの施策として考え

なければならない課題であると認識している。 

会 長 他に質問はあるか。 

報告書は年度末に取りまとめて各委員に送付するとのことなので、よろしくお願

いしたい。 

  

○議題３ 四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～策定に係る市民

意見の聴取方法について 

会 長 議題③「四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～策定に係

る市民意見の聴取方法について」事務局より説明をお願いする。 

事務局 《資料３について事務局説明》 

千脇委員 子ども会育成連合会会長に趣旨を伝えたところ、快く引き受けていただけるとの

返事があったので報告する。 

１月 31 日の子ども条例検討部会の際に提示されたアンケート調査票案につい

て、竹原委員から意見があったが、それについての対応を伺いたい。 

会 長 この会議でも調査票案を配布していただきたい。 

事務局 （資料配布）内容については、ご意見を踏まえながら現在検討中である。森まつ

りという行事の中で行うものであり、簡単なアンケートとなる。 

中村委員 子どもの関係団体からもお話が出ているが、乳幼児だけにとらわれないで、高校
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生まで捉えるべきとの意見があった。 

平川委員 （規模を広げると）事務局の取りまとめ作業が大変になるのではないか。 

中村委員 前回の計画策定時と今回を比べると、子ども本人の意見を聴く部分が大きく異な

っているが、子どもの権利条約では意見表明権が定められているところであり、

今回の案は良いと思う。幼児と高校生では意識に違いがあると思うし、市内には

多くの中学・高校がある。最終的には四街道市に定住して、この街を豊かにして

くださるということが、本会議の大きな目標だろう。子どもの意見を聴取するこ

とをずっと要望してきたので、それが活きてきたと感じている。 

白石委員 ほとんどの市民が市長・教育長とのランチトークの存在自体を知らないだろう。

ランチトークの際に出た意見への対応を広報等に載せるなど、フィードバックが

あると市民としては面白いと思う。検討していただきたい。 

事務局 ランチトークで最も意見が多かったのは学校にエアコンを設置する件であり、こ

れを受けて先進的に小中学校にエアコンを導入した。子どもの意見には突拍子も

ないものも含めて色々なものがあるが、それを聞き流すのではなく、できること

は対応していきたい。ランチトークについては市政だよりや教育の広報等で PR

しているが、認知度が低い。行政としては情報提供をしているつもりだが、興味

のない人にどのような形で認知してもらうかが課題である。各委員が本日の会議

内容を地域でお話しいただくということも、周知効果となるのではないかと思

う。 

蜂谷委員 子育て支援の方向性について、大人（就労する母親）に対する支援に寄りすぎて

おり、子どもが置き去りになっているのではないかと思う。10 月から保育料の

無償化が始まるが、そうなると就労する女性がもっと増えるだろう。この辺を踏

まえて、市では子どもを預かる場所についてどのように考えているのか。 

また、乳幼児期に母親が育てる、子育てを楽しんでいるという人の支援について

は、どの程度力点を置いているのか。もう少し子ども目線で取り組んでほしい。 

事務局 市の取組としては、今まではご指摘のとおり保護者向けのものが多かったが、子

ども条例検討部会では子ども本人に向けてどのようにしていくかという意見も

かなりあった。 

市内には幼稚園も保育所も利用していない子どもがかなりいる。こうした人に対

しては、プレーパークや地域づくりの中で子どもたちが活動できる場を考えてい

くことなど、色々な対応を進めていかなければならないと痛感している。市民に

対するサポートは行政だけでは成り立たないので、地域の皆様の力添えをいただ

きながら、議論を重ねて方向性を決めて行ければと思う。 

蜂谷委員 特に乳幼児期の子どもについて、パパ・ママルームのような、子育てを楽しむ乳

幼児親子の居場所のことについて伺いたかったのだが。 

事務局 各保育所に協力していただいている子育て支援センターがその機能を担ってい

ると思う。市内 11か所に設置して、それぞれ特色を持ちながら子育ての悩み相

談を受け付けたり、親子の交流・ふれあいの場として実施している。 

蜂谷委員 子育て支援センターについては、なかなか足を運びにくい、環境が良くない（狭
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いところで行われている）、といった意見があるとも聞いているので、内容を改

善する必要があると思う。各園で園開放をしているが、実際の需要はどうなのだ

ろうか。 

中村委員 外国では、16 時くらいになると保育所に家族が迎えに来て、８～９割の子ども

が帰宅してしまう。子育てを大事にしようと国を挙げて取り組んでいるとのこと

である。保育学界では、３歳までは子どもと特定の人（親に限らない）との結び

つきが必要という考えが主流になりつつある。 

私は、女性が就労するのは必ずしも経済的な理由だけではなく、社会参加や生き

がいという理由もあると思う。家庭での子育てがきついという人もいる。そこで、

財政的な制約はあると思うが、様々な形で支援していく必要がある。地域や家庭

の子育て支援能力が低くなる中で、今は行政や地域が家族に介入して援助してい

くことが必要な時代であるので、そのような施策が作られていくことを期待す

る。子どもを取り巻く様々な主体が協力して、子育てをしている人の支援のため

に関係を調整していければと思う。 

会長 趣旨をぜひ新たなこどもプランに取り入れていただければと思う。 

竹原委員 プレーパークは小学生向けというイメージがあると思うが、子育て支援としても

活動している。また、子どもたちが歩いたり自転車で行ける公園等の場所で「出

張プレーパーク」を行っている。居場所がたくさんあればよいという思いで活動

している。 

会長 プレーパークについて、大変良くわかった。 

千脇委員 母親が働かなくても子育てできる環境も整えたほうがよい。女性が「自分らしく」

と考える中に子育てのことが入っていないことに疑問を感じる。保育園の整備、

母親が働くことだけを支援するのではなくてよいと思う。 

蜂谷委員 色々な人がいてよいと思うが、日本の子育て支援が働くことばかりになっている

と感じる。 

事務局 資料２の 16ページを見ると、「道路や公園など子どもが安心して暮らせる環境の

整備」にかなり高い要求がある。行政としては「児童公園を何か所も設置してい

る」というような回答を行いがちで、何が不足しているのだろうかと考えること

が不足している。市民の要求は何であるのか意識することが、今の行政が課題と

して取り組まなければならない部分であると感じている。今、地区社会福祉協議

会６地区のうち５地区で子育てサロンを行っており、そこに親子が来れば親同士

で会話できたり、スタッフと相談ができる。地域の方々のつながりが広がってい

るので、行政としてはそうした活動を支援していかなければならないと考えてい

る。こうした会議で具体的な意見をいただいたほうが、当方としても方向性が見

えてきて動きやすい。 

千脇委員 市長・教育長とのランチトークについてのお話を伺い、市内の学校にエアコンが

設置された経緯が初めて理解できた。エアコンのニーズは家庭によって異なる面

もあり、普段からエアコンを使わない家庭では、学校でエアコンを使用すること

により子どもが体調を崩しかねない。昨今は家庭でも学校でもエアコンを使用し
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がちであり、子どもの体が暑さに耐えられるのか疑問を感じる。運用方法につい

ては、よく考えていただきたい。 

会 長 次期プラン策定のための意見聴取に関しては、本日の会議でも様々な意見が出て

きたので、ぜひ参考にしていただきたい。 

平川委員 幼稚園を長年運営してきたが、最近になって子どもは自分が世話になった年長の

子どもを信頼し、すごく大切にするということに気づいた。時には大人との関係

以上の関係を構築している。子どもとはすごいと感じるし、そのような環境を作

ることがとても大事だと思う。皆で市に対して具体的にサポートしてほしいこと

を伝えるほうが、事務局もやりやすいのではないだろうか。もっと効果的に取り

組んだほうがより素晴らしい四街道市になると思う。四街道市はよいところだと

思うので、皆で盛り立てていきたい。 

会 長 他に意見はないか。 

 《発言なし》 

  

○議題４ その他 

会 長 議題④「その他」について、事務局から何かあるか。 

事務局 次回会議は５月中旬ごろ、次期こどもプランの策定に関する議題で開催を予定し

ている。 

また、１月３１日に開催した第 1回の（仮称）子ども条例検討部会の概要を報告

する。最初に臨時委員に加わっていただいた、人権擁護委員の府川委員に委嘱状

の交付を行った。そのあとに部会長の選出を行い、伊藤副会長にお引き受けいた

だいた。議事の内容は、子ども条例策定方針を決定し、条例の策定過程において、

3 月 23 日にプレーパークどんぐりの森で実施予定の「森まつり」を活用して子

どもからの意見聴取を行うことを決定した。そのほか、県内制定市である流山市

と市原市の条文のもとに、部会委員からの意見聴取を行い、次回以降事務局から

条例案を示す予定となっている。 

会 長 最後に全体を通して何かあるか。 

 《発言なし》 

  

○閉会 

会 長 以上で本日の子ども･子育て会議を終了する。 

  


