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令和元年度第３回四街道市子ども・子育て会議 会議録（概要） 

 

日     時  令和元年１１月１４日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

場     所  四街道市役所５階 第１会議室 

出 席 委 員  井澤会長、伊藤副会長（部会長）、青柳委員、加瀨委員、千脇委員、 

利光委員、石原委員、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、小島健康こども部参事 

子育て支援課：山﨑課長、三好課長補佐、石川主任主事 

保育課   ：能勢課長、川口課長補佐 

健康増進課 ：井内課長 

コンサルティング業者  株式会社 ぎょうせい 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（仮称）四街道市子ども条例答申について      【資料１-１、１-２】 

②四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～ 

の 30年度評価について               【資料２-１、２-２】 

③次期こどもプラン素案について           【資料３】 

・施策の展開について 

・教育保育の提供等の量の見込みと確保方策について 

④その他 

６ 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
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るので、本会議においても同様とする。 

それでは、傍聴人を入室させる。 

 

○議題１ （仮称）四街道市子ども条例答申について 

会 長 議題①「（仮称）四街道市子ども条例答申について」事務局より説明をお願い

する。 

事務局 （仮称）四街道市子ども条例については、昨年度の第２回子ども・子育て会議

にて承認をいただき設置した（仮称）四街道市子ども条例検討部会において審

議を行ってきたので、部会での検討結果について最初に伊藤部会長より報告を

お願いする。 

部会長 《資料１-１（仮称）四街道市子ども条例検討部会検討結果の概要について部

会長説明》 

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、何か意見はあるか。ないようであれば、（仮称）四

街道市子ども条例答申については事務局案のとおりとしてよろしいか。 

 《異議なし》 

  

会議内において井澤会長より佐渡市長宛てに（仮称）四街道市子ども条例について答申を

行った。 

  

○議題２ 四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の 30年度評価について 

会 長 議題②「四街道市こどもプラン～子ども・子育て支援事業計画～の 30 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２-１、２-２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。 

青柳委員 資料２-１の「廃止」の事業について、「ひとり親家庭に対するリフレッシュ機

会の提供」が 27 年度に廃止になったのは、利用する人があまりいなかったか

らなのか。 

事務局 ひとり親家庭の方を対象に、市でバスを借上げてテーマパークなど日帰りの招

待事業を行っていたが、利用者が固定されてきて、毎年同じような方の利用と

なっていた。そのような状況が何年も続いていたため 27年度を最後に廃止し、

29年度より塾に委託する形で学習支援事業を開始した。 

中島委員 資料をみると物凄く努力していると思う。膨大な量がありこれを整理するのは

大変だと思うが、学校との連携はどういう状況か。 

事務局 子育て支援課で行っている事業としては、例えば虐待など何らかの支援が必要

な場合には学校に市の職員が出向き、先生方と連携をとって対応している。 

中島委員 新聞などをみると、生徒は窮状を訴えているが学校の先生は知らぬ存ぜぬで過

ごしていると目にするが、四街道市はどうか。 

事務局 子育て支援課では家庭児童相談室を設置しているので、子どもたちから直接相



3 

 

談があれば相談員が対応したり、教育委員会につないだり、学校に連絡したり

できる。基本的には中島委員がおっしゃったことについては、教育委員会の方

で色々活動している。 

中島委員 教育委員会の方でそういったことは気をつけてやっているのか。 

事務局 基本的には市内の小中学校は教育委員会の管轄である。教育委員会と子育て支

援課の連携がないということではないが、まずは教育委員会で対応している。 

中島委員 少し離れて行動しているということか。 

事務局 子育て支援課で子ども・子育て支援事業計画を策定しているが、教育委員会は

教育振興基本計画という、教育問題など色々な教育施策についての計画を持っ

ている。重複する事業もあるが、教育委員会は教育振興基本計画をもとに対応

している。 

会 長 他に質問はあるか。 

白石委員 「非常に遅れている」の施策の「休日保育の実施」について、保育園に通う親

の代表の意見として、サービス業など正月も含めて土日祝日にも働かなければ

ならない中で、土日を休むのは肩身が狭いという父親、母親も多いと思う。保

育士の確保も難しいと思うが、土日祝日にも子どもを預けられるようになると

非常に魅力的になると思う。無償化で保育士の確保も難しいという状況ではあ

ると思うが、そうしたことを進めることができると親も働きやすくなると思う

し、子育て日本一を目指しているのであれば、付加価値をつけられると思う。

努力はしていると思うが、ぜひこの項目は「計画より進んでいる」に変わるよ

うに引き続きお願いしたい。 

事務局 私たちも必要だと思い計画を立てている状況。おっしゃるとおり保育士の確保

の関係などがあるが、民間園の連携施設、系列保育園などが増えていることか

らその連携の中から休日保育ができるのではないかと、相談を進めている。保

育士の確保、園の協力も必要になるため、この時点では「遅れている」だが、

前進するように取り組みたい。 

蜂谷委員 「非常に遅れている」事業の認定こども園の普及について、なぜ現状の私立幼

稚園が認定こども園に移行しないかというのは、直接園に状況を聞いて把握し

ていると思うが、前回にも申し上げたが連携が少ないように思う。なぜこども

園に移行しないかということをもう少し行政として認知してもらいたい。 

ご存知とは思うが来年の４月から白井市で幼稚園送迎ステーションという事

業が始まる。幼稚園教育を受けさせたいが働いているので保育園に通っている

方に、幼稚園の教育時間帯に送迎バスが来るものである。そういう事例もある

ので幼保連携とこども園への移行が遅れている現状について、子育てを楽しみ

たい、幼稚園教育を受けさせたい、という方への支援をぜひ研究してほしい。 

事務局 認定こども園への移行が進んでいない状況について、どのように私学園に声掛

けすればよいかなかなか難しい。ただ四街道市内で１園、認定こども園に移行

しており、最初に不安があった経営的にやっていけるのかについては、定員も

含めて順調に事業ができている。こういった身近なところの安心感も含めて園
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の経験なども伝えることができればと考えている。現行計画ではそこまで至ら

なかったが、身近なところの紹介、不安なところについて具体的に安心しても

らえる補助制度など案内したいと考えている。 

石原委員 さつき幼稚園が認定こども園になって長いが、それでも他の幼稚園はこども園

をやりたいと思えない。それは移行の手順や経営のことなどもあるが、根底的

に幼児教育に対する思いの違いがあり、そのため、事務的にすぐには変えられ

ない。こども園にするとなると自分たちの教育観を土台から突き詰めて考え直

していかないと難しいと思う。全園会議などでこの話題になるが、疑問点や不

安とは別に教育観によるところがあると思う。今の話を聞いていると少し幼稚

園側と思っているポイントがズレていると感じたので参考にしてほしい。実際

に、こども園ではないから幼稚園を選んだ方もたくさんいる。全員が全員こど

も園への移行を望んでいる訳ではないと思うところもあり、つぼみ幼稚園の場

合は今のところ検討しようというところまでいっていないのが現状。 

会 長 今の意見を参考に進めてほしい事業だと思う。他に質問はあるか。 

佐々木委員 10月から幼稚園・保育園の無償化が始まり経済的に助かっているが、そもそも

無償化を進めるに至った根本的な理由が、幼児期に質の高い教育をすると大人

になった時に犯罪率が低いなどの研究結果を踏まえてのことだと今年の春に

知った。自分の勉強不足だと思うが他にもそれを知らない親もいたので、これ

から親になっていく世代にも無償化の背景にある意味などをどこかに盛り込

んでもらえたらよいのではないかと思う。 

事務局 確かに無償化になったことで、お金を払わなくてよいということが先にいって

しまい、本来のなぜ無償化なのかについての説明が国の方も少し不足している

部分があると思う。何かの時に組み込めるように努力していきたい。 

会 長 他に質問はあるか。なければ、先に進める。 

  

○議題３ 次期こどもプラン素案について 

会 長 議題③「次期こどもプラン素案について」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》 

会 長 ただいまの説明について、何か質問はあるか。 

白石委員 67ページの（２）身近な安全強化について、昨今犯罪が増えてきているように

思う。そうした中で、防犯カメラなどが有効的だと思っている。全部は難しい

と思うが、小中学校の主な通学路に設置することは考えているか。 

事務局 防犯カメラについては自治振興課で設置など行っている。現在、３桁近く防犯

カメラの設置をしている。今、白石委員からの要望もあったが、議会などにお

いても子どもたちの通学などにおける安全確保、防犯のためにカメラをつける

ようにと要望がたくさんある。１台設置するごとに保守経費などかなりの金額

がかかることもあるので、効果的な運用を行っていくこととしている。 

白石委員 親としては子どもの安全が確保されるのであれば、税金として有効的な使い方

だと思うので、一市民の意見として取っていただきたい。 
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会 長 他に何か意見あるか。 

佐々木委員 先日の大雨の時に色々なところが冠水しており、ここの溝をきれいにしてもら

えたら水はけもよくなるのではないかというところが何か所かあった。通学路

だけでなく市内全体のことになると思うが、そういったチェックもしていただ

けないか。 

事務局 台風 15 号、19 号、10 月 25 日の大雨対応についてだが、溢水については通常

時からの清掃が重要という部分がある。但しそれについては行政だけでは処理

しきれないので、お互いに共助という部分での推進をしていかなければならな

いと思う。 

千脇委員 85ページの数値目標の「こども 110番の家」登録件数について、令和６年度に

3,000 件の目標となっているが、先日 3,000 件に達成したはずなので、変更の

必要があるのではと思う。 

事務局 登録は毎年変動している。高齢化などにより、今まで掲げていたが緊急時に対

応できないなどの理由で辞退する家庭が増えているので、それを維持するとい

う観点でその目標になっている。 

千脇委員 55ページの「子ども会の活性化」について、以前、会の中だけでなく外に対し

てもという話をした。結果として今年度は枠を広げて講習会への参加者が１名

増えた。また先週の産業まつりで行った子ども商店街は、リーダースクラブの

中高大学生が実行委員となりコラボ四街道に申請して実施した。そこにもスタ

ッフとして市内の高校から５名ほど参加してもらい交流を図れた。今後も市と

の協力があればもう少し広げることができると思う。当日の参加者も子どもだ

けで２日間で 437人だったので、実績として残せる数字ではないかと考えてい

るのでこれからもお願いしたい。 

事務局 引き続きお願いしたい。 

竹原委員 66ページの基本施策１「子ども・子育てに配慮した生活環境の充実」について、

小中学校でも SNSなどのスマホの学習会がある。近年発達しすぎていて、公共

の Wi-Fiの使い方や買い物などで個人情報などの色々な情報を抜き取られる状

況になっている。そうした状況を大人も分からなければ子どもにも教えること

ができない状況になっていると思う。写真の取り方でも眼球に写ったものの反

射で住所が特定されたりするとも聞いたので、複雑化するスマホの使い方やゲ

ームのやり過ぎなど、子どもに対するより深い勉強会があった方がよいと思

う。普通のアニメだと思って見せていた動画が実は悪質な動画であったなど、

善意の考え方ではない方々が提供したものを子どもたちが見やすくなってい

るので気をつけた方がよいと小学校の講演会で聴いたので気になった。 

もう１点、和良比小避難所運営委員会に関わっているが、最近風水害も増え地

震の危険性もある中、備蓄が大事だと思っている。しかし、市が備蓄している

と皆思っている。大人たちに備蓄について伝えても市がやってくれるのではな

いかと言われるので、子どもの時から備蓄は大事、自分の家でもできることが

あると教えてもよいのではないかと思う。 
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事務局 SNS の関係については、この計画の中で具体的に示すことはできないが、教育

委員会に対し、こういった要望があることを伝えながら家庭教育学級などの題

材の１つとしてでも取り上げてもらえるよう伝える。 

２点目の防災の子どもに対する教育については、重要だと思う。防災計画は見

直したばかりだが、携わる大人だけが知っていればよいという問題ではないと

気づかされたので、危機管理室を通じて何らかの形で広げられたらと思う。現

状としては出前講座等、自治会ごとの避難訓練や防災訓練、先日行った全体の

防災訓練の中でもかなりの子どもが参加しているので、そのような機会を通じ

て防災に対する考え方を伝えていきたい。また、その件についても危機管理室

に伝える。 

会 長 他に何かあるか。 

青柳委員 65ページにある「外国にルーツをもつ子ども・家庭への支援」について、外国

から来ている家庭の数などの現状の把握はできているか。 

事務局 今年の８月１日現在の状況になるが、四街道市の 15 歳未満の外国人の子ども

の人数は 420名となっている。およそ１歳あたり 20～30人となっている。 

青柳委員 施策内容については今後進めていくということで具体的なことは書いていな

いが、現在、例えば小学校で日本語教室を行うなど具体的なことはしているか。 

事務局 幼稚園、保育所などでは親が日本語をうまく話せない時などに、翻訳機を使っ

たり、通訳ができる人を連れてきてもらったりしていると聞いている。学校に

ついては、個別にすでに何らかの対応はしていると思うが、具体的な対応につ

いては把握していない。 

青柳委員 今後は積極的に支援していくと考えてよいか。 

事務局 65ページの担当課では、子育て支援課、保育課、健康増進課、学務課となって

いる。主に窓口の案内になると子育て支援課や、母子の健診などの相談は健康

増進課、幼稚園・保育所などの支援、対応は保育課、小学校・中学校になると

学務課がそれぞれ担当して、それぞれに必要な支援をしていく形になる。 

会 長 他に質問はあるか。 

早川委員 85ページの数値目標の「乳幼児の健康診査」について、自分が思っていたより

受診率が低く驚いている。子どもが健康診断を受けるのは当たり前だと思って

いたので、受けていない方の虐待などが心配になる。アプローチはしていると

思うが、どういった取り組みをしているのか。 

また受けている身として少し困っていることは、受ける時に大行列となること

である。分かっているので早めに行って待っているが、それでも子どもを連れ

てとなると大変な思いをして行っている母親が多い。可能であれば日数を増や

して、一日当たりの受け入れ枠を少し減らし、受けやすい状況に改善できたら

と思う。 

事務局 未受診者へのアプローチについて、健診は基本的に月単位で呼び出しをかけて

いるが、都合が悪くずらす方もいるので、２回連続して来ない方にはもう一度

誘ったりしている。色々な事情でなかなか昼間来られない方もいるので、健診
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の場には来られなくても、違う時間で面接相談の機会を持てるよう直接連絡を

して調整をしたり、家に訪問して会ったりしている。残りの数パーセントの方

にはあらかたそれで会うことができる。それでも連絡がつかない、訪問しても

家に居ない、手紙を入れても応答がないというような方については、子育て支

援課に報告して、そこから虐待や放置の可能性について確認している。中には

国外にいて来られないケースもある。 

健診の混雑については、ここ数年医師の手配など少しずつ改善できるようにな

り、従来毎月１回、年間 12回で行っていたところ、18回になり、今年度は 22

回になった。回数を増やしているので、１回の混み具合は少し解消していると

思う。 

利光委員 42 ページの全国的な保育士不足について、「市独自の取り組みに力を入れいく

とともに」と書いているが、何か新しい案はあるか。 

事務局 保育士不足の解消というのは都市部ではどこの市でも抱えている問題だと思

う。市によっては手当てをたくさんつけるところもあるが、そういうことがで

きないところもある。保育園の知恵も借りながら協同でやっていく以外ないと

思っている。その中で今回初めて行ったこととして、市内幼稚園、保育園の各

園で行う就職見学会を一覧にまとめたものをホームページ、市政だより、近隣

の短期大学に案内するといったことを始めた。ただこれでは若干アナウンス不

足で、すべての園に問い合わせがあったわけではないので、今後やり方を研究

していきたい。できないこともあるかと思うが、何かよい案があれば提案して

ほしい。 

利光委員 本当に保育士不足で、どうしても公立にしか目が行っていないのではないと思

い質問した。民間の保育園は保育士を確保するのがすごく大変で、子どもを預

かりたいが、保育士が足りないので預かれない。資格があれば誰でもよいから

ほしいという状況。それをすると、保育士の質は下がる一方なので、何か四街

道市全体で考えてもらえたらよいと思う。 

千脇委員 不登校児の対策にも関わってくると思うが、青少年育成センターの卓球場の開

放や、55ページの「都市公園の充実」にある野球場の無料開放が平日の夕方だ

ったかと思うのだが、この実態がどのくらいなのか次の会議の時でもよいので

数字が分かれば知りたい。 

事務局 人数ということか。 

千脇委員 利用者数。おそらく週１ぐらいしか使えないと思うが。 

事務局 スタート時よりは増えていると思う。 

千脇委員 放課後の子どもたちの居場所の１つになっていると思うが、子どもが学校にい

るような時間だったような気がするので調べていただきたい。 

会 長 事務局から次回説明していただきたい。他に何かあるか。 

副会長 77ページの「時間外保育事業」について、市内公立・私立のすべての保育所等

で 19時まで、私立の１園では 20時までと書かれており、確保方策で過不足０

となっているが、私立の１園というのはニーズがあるからやっているのか、市
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内全体としてニーズがあるのかないのか、その辺を教えてほしい。 

事務局 四街道保育園が 20 時までやっている。時間外を長くやっていることもあり人

気はあると思う。ただ、全園が 19 時までやっているということは、申請窓口

でも非常に喜ばれている。それを全園 20 時にしてほしいという意見は、単発

としてはあるかもしれないが、体制としては 19 時までで受け入れられている

と思っている。その中で四街道保育園は 20 時までやっているが、20 時まで使

う方も全体からみるとそんなに多くはないという状況でもある。選択肢が多い

方がよいとは思うが、19時までが確保できたことはよかったと思う。 

会 長 他に質問はあるか。 

なければ、委員の方から様々な意見が出たのでこれらの意見については、今後

事務局にて計画への反映、検討をお願いしたい。 

  

○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 １点目、次回の開催予定について連絡する。次回の会議は１月 24 日の金曜日

を予定している。議題については、本日の意見を踏まえ次期プランの最終案を

示し、本会より答申を頂きたい。 

２点目、公募委員募集について連絡する。現在の委員の任期は令和２年４月 30

日までとなっているため、次期委員の選考に関わる事務を開始している。募集

期間は 11月 18日から 12月 20日までとなっている。詳しくは 11月 15日号の

市政だよりに掲載している。事務局からは以上になる。 

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。 

  


