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第1回安中市子ども・子育て会議 

 

■ 開催日時  平成 25 年 8 月 27 日（火） 午後 13 時 30 分～16 時 00 分 

■ 開催場所  安中市役所 201 会議室 

■ 出席委員  18 名 

■ 出席者 

  [委員] 

千葉 千恵美 会長 田島 美紀恵 委員 黛  輝美 委員 

白井 久美子 副会長 小林  藍子 委員 森田 房江 委員 

篠原  晴美 委員 萩原  和子 委員 藤巻 康喜 委員 

立川  展子 委員 高麗  典子 委員 岡本 裕介 委員 

栗原  武士 委員 須藤  桂子 委員 熊谷  薫 委員 

吉田  京子 委員 名古屋 秀雄 委員 今村 井子 委員 

  [市側（事務局含む）] 

市長 岡田 義弘 

保健福祉部 部長 小板橋 昌之 

保健福祉部子ども課 課長 三浦 尚明 

保健福祉部子ども課 子ども育成係 係長 大野 礼子 

保健福祉部子ども課 子ども育成係 主任保健師 中澤 貴里子 

保健福祉課福祉子ども 係長 桑原 孝宇 

  [その他出席者（アドバイザー）] 

㈱ジャパン総研（２名） 
 
■ 資料 

資料１ 子ども・子育て支援事業計画の策定にあたって 

資料２ 子ども・子育て支援事業計画策定スケジュールの予定 

資料３ 子ども・子育て会議における主な審議事項とスケジュールのイメージ 

資料４ 市町村と県における今後の調整作業予定について 

資料５ 安中市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査について 

■ 議題 

（１）安中市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュールについて 

（２）安中市子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査について 
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【議 事】 

１．開会 

 

２．委嘱式 

 

３．市長あいさつ 

改めまして、ご挨拶をさせていただきます。委嘱状の公布させていただきましたところ、快くお

引き受けいただきまして、誠にありがたく、心より敬意を表するところでございます。 

本日はご多忙中にもかかわらず、安中市第１回子ども・子育て会議にご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。また、平素より、皆様には、安中市政の推進に格別のご協力を賜り、こ

の場をお借りしまして、厚く御礼を申しあげます。 

昨年８月に国におきまして、子ども・子育て関連３法の制定がなされ、平成 27 年４月から子ど

も・子育て新制度が本格施行されることとなります。本市におきましても、第 2 回定例議会におき

まして、子ども・子育て会議条例を制定させていただきました。 

安中市における子育て支援施策が総合的かつ効果的に推進されるよう、各分野において培われた

幅広い視点からご意見を頂戴したいと考えております。子どもの健やかな成長のために、良質かつ

適切な支援の実現に向けて全力を集中していく所存でございますので、委員の皆さんにおかれまし

ては、一層のご指導を賜れますように、心からお祈り申し上げまして、ご挨拶とさせていただきま

す。 

 

４．自己紹介 

 

５．会長・副会長の選出 

選出方法について、委員より「事務局一任」の声あり。 

事務局試案により会長に千葉委員、副会長に白井委員が選出される。 

 

６．議題 

（１）安中市子ども・子育て支援新制度事業計画スケジュールについて 

事務局から資料説明 

（質疑） 

小林委員：やってみないとわからない部分もありますが、各事業が進んでいくと良いと思いました。 

今村委員：地域型保育給付、子育て要望や不安について吸い上げるシステム、放課後子ども教室につ

いて、質問をさせていただきます。 

    １つ目は資料１の６頁にある地域型保育給付の家庭保育事業についてです。会議など急な用
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事ができたときに、子どもをちょっと見てくれる受け皿が色々あるといいなと思います。市

として、これから内容を深めていくということで、意見交換ができると良いと思います。 

事務局：市で取組が十分進んでいない分野なので、委員の皆様からいただいたご意見について、今後、

参考にさせていただきまして、お預かりする形にさせていただきたいと思います。 

市 長：急用や友人と会うなど、ちょっとした預かりができる場というのは、これからの子育て環境

を考えていく上で、行政は整えていかなければならない。幼稚園や保育園などだけでなく、

きめ細かい施設整備や政策の確立が必要だと考えています。 

今村委員：家族の多様化が進む中で、行政も含めて色々な形での受け皿が必要であり、地域が助け合

うスタイルができると良いと思います。松井田地区では元気な高齢者がたくさんいて、いつ

も支えてもらっていますが、色々な年齢層の大人たちとの関係が希薄で、高齢者や子どもな

どが集うことで、成長し合う場づくりが組み込まれるといいなと思います。 

市 長：子育てサポートという考え方に立たないと、安心して子どもを産み育てられるような環境に

はならないと考えています。 

森田委員：この制度は、消費税の引き上げに基づくもののようですが、引き上げられなかった場合は

どうなるのでしょうか。 

市 長：消費税の実施が未定の状況にあり、消費税が実施した場合も、景気がマイナスにふれ、全体

の税収が下がることも考えられます。消費税に頼るだけでない方法も検討していきたいと考

えています。 

栗原委員：今年度の会議の実施時期や内容について、ある程度わかっていれば、教えていただきたい。 

事務局：次回は 11 月下旬を予定していますが、この後に議論していただくニーズ調査の状況によっ

ては、２回目を９月中旬に開催したいと思います。そうすると、３回目は、調査の報告がで

きた時点で開くこととなり、25 年度はここまでを予定しています。 

会 長：今村委員の３つの質問のうち、２つ目は１つ目の質問と重なるところがあるので省略させて

いただき、３つ目の放課後子ども教室についてお願いします。 

今村委員：近所に同学年の友達がいないこともあり、子ども同士で遊ぶことが難しい状況です。放課

後児童クラブだけでなく、子ども同士が気軽に集まれる場所があるといいなと思います。児

童館が整備されるまで、公民館など拠点となる場所があると子どもが集まりやすくなるので

はないでしょうか。 

市 長：内部検討しているところなので、もう少しお時間をいただきたいと思います。 

栗原委員：こうした必要な施設やサービスなどについて話し合える時間はとっていくのでしょうか。

それとも事業計画ありきで進んでいくのかお聞きしたいと思います。 

事務局：事業計画の策定だけでなく、策定後も安中市の子育て支援施策の実施状況を調査、審議して

いただく役割も担っていただきたいと思います。委員の皆様方からご提案をいただければ、

参考にさせていただくので、ご発言いただきたいと思います。 
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（２）安中市子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査について 

事務局から資料説明 

（質疑） 

事務局：委員の方々から予めいただいたご質問、ご意見については、後ほど確認し、修正させていた

だくことになりますが、いくつか確認をさせていただきたいと思います。 

今村委員：就学前児童調査の８頁にあるファミリー・サポート・センターの説明が分かりにくいので、

「地域住民が子どもを預かったり送迎したりする事業」という形に変更してはどうでしょうか。

他の自治体の実施状況を調べたところ、学習塾の送迎や、保育園のお迎えに間に合わないとき、

朝の早出のときなど、送迎が半分ぐらいを占めています。また、ファミリー・サポート・セン

ターについて知らない方も多く、イメージしにくいので、送迎を付け加えると、利用したいと

思われる方も多くいるのではないでしょうか。 

栗原委員：ＮＰＯ日本子育て応援団が出している子ども子育て会議の実践ガイドには、「乳幼児や小

学生を育てる家庭の保護者、一時保育や送迎などの援助を受けたい人（利用会員）と子育てが

終わり地域の若い世代への援助に関わりたい人、援助を行いたい人（提供会員）の互助活動を

支援する会員制の事業」と記載されています。これくらい書かないとイメージがつかないので

はないでしょうか。 

事務局：他の事業についても、このようなご意見があればいただきたいと思います。わかりにくい事

業については、説明を別紙にするなど、事業を理解した上でご回答いただけるような形も検討

させていただきたいと思います。 

事務局：質問票の中に、調査対象の実施方法の地区分けについての質問がありましたが、県に確認し

たところ、行政区、学校区でやった方が良いのではないかということでした。小学校であれば、

小学校の近くに保育園や幼稚園があるので、松井田地区、原市地区と安中地区、それ以外の地

区ということで、４つないし５つの区域に分けるか、または中学校区を用いて３つとするかを

考えています。 

就学前児童調査の８頁にある幼稚園の預かり保育は、「定期的な利用」という説明になってい

ますが、「通常の就園時間を延長して預かる事業を定期的に利用する」と変更してはというこ

となので、変更の方向で検討していきたいと思います。 

就学前児童調査の９頁、問 19 の選択肢「⑤保育所や幼稚園の園庭等の開放」は、場所を提供

するだけのように思われる表記ですが、実際は、保育園も幼稚園もプログラムを組み、子育て

支援事業として行っているので、「⑤保育所や幼稚園の子育て支援事業」としてもよいのでは

ないかということでした。１つの事例として「園庭解放等の」と入れてはどうでしょうかとい

うことなので、これらについても修正の方向で検討いたします。 

吉田委員：就学前児童調査の８頁、問 16 の選択肢「３．認可保育所」は、保育所（園）にしていた
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だきたいと思います。「４．認定こども園」は、説明の中に施設という言葉が重複しているの

で、「幼稚園と保育所の機能を併せ持つ」など、施設という言葉を一つ削った方がよいと思い

ます。 

また、選択肢等の関係から、問 15 などの設問文に、「認定こども園」を入れた方が良いと思い

ます。 

事務局：ご指摘いただいた箇所については、確認して変更させていただきます。 

熊谷委員：問 16 の設問文に、料金について記載がありますが、入れなければならないのですか。有

料なら利用しないということにならないでしょうか。 

事務局：利用料の負担があっても利用するのかしないのか、というところでの問とさせていただきた

いと考えています。利用料を示しておかないと、調査で希望が多かったにもかかわらず、実際

に利用料が提示されると、希望が減っていく傾向があります。こうした考えから利用料の記述

を加えています。負担が発生するものについては、そのことを踏まえての質問になっています。 

吉田委員：それぞれ利用料がかかるのに、認可保育所（園）の料金だけが設問文に提示されるのはお

かしいのではないでしょうか。 

事務局：保育所（園）は所得によって保育料が決まり、一律ではないため、このように記載していま

すが、必要かどうかについては、検討させていただきたいと思います。 

栗原委員：就学前児童調査では問 27、就学児童調査では問 22 に、満足度の設問がありますが、施設

などのハード面、市が実施する事業のソフト面、支援事業の周知に関することなど、地域でど

ういうニーズがあるのか検討するためにも、３つ、５つに増やしても良いのではないでしょう

か。 

熊谷委員：お住まいの地域とは、地域のことか、市全体のことなのでしょうか。 

事務局：満足度に関するご意見については、どういった項目を増やすべきかなどを検討していきたい

と思います。 

「お住まいの地域」については、今住んでいる地域ということでご理解いただければと思いま

す。解釈について、まちまちになるということであれば、設問文を工夫し改める方向で検討し

たいと思います。 

栗原委員：就学児童調査では、就学前児童調査の問７、問８にあたる質問がないが、その意図を教え

ていただきたいと思います。 

コンサル：就学前児童は保育園、幼稚園等といった選択肢がありますが、就学時はこの部分が学校だ

けになり、選択肢が限定されること、また、設問の量的なことも考えて削除しましたが、ご意

見をいただければと思います。 

栗原委員：それぞれの家庭でどのような意識をもっているか把握できるので、あってよいのではない

でしょうか。 

問 14 に「幼稚園の預かり保育」とありますが、基本的に行っていません。夏休みに下の子ど
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もが幼稚園に通っている場合に預かるなど、イレギュラーなケースだけなので、なくても良い

のではないでしょうか。 

問 17 に「児童館」という選択肢がありますが、市にないので、ないことや施設についての説

明があるとよいのではないでしょうか。 

また、問 21 以降に、育児休業を取得中という文言がありますが、就学児ではありえないので

はないでしょうか。 

コンサル：育児休業中の文言について精査し、変更させていただきます。 

事務局：幼稚園預かり保育については、内部で削除する話をしていたので削除し、児童館については

説明を加えます。問７、問８については、検討させていただきたいと思います。 

萩原委員：学童で一時預かりを行っているので、選択肢にぜひ加えていただきたいと思います。 

事務局：学童の一時預かりということで修正いたします。 

事務局：一時預かりについては、今後、NPO 法人による空き店舗の利用など、広く考えることも検

討していきたいと考えています。 

森田委員：事前配布の資料に関する意見は、できれば前もって委員の方から回収して、予め事務局で

検討していただく方がよいと思います。 

事務局：次回からは事前に資料を配布し、ご意見があった場合は、ファックス、メール、電話で予め

ご意見をいただき、訂正すべきところは訂正、報告し、検討すべきことは皆様にお示しするよ

うにしたいと思います。 

また、今回の会議を受けて修正したものを委員さんにお送り、それについて確認していただき、

ご意見があればファックス等何らかの方法でご意見をいただき、反映させていきたいと思いま

す。会議を開くにしても、そうしたことを行なった結果としてお集まりいただく形にしないと

お手間をとる形になるので、そうした部分も含めて、もう一回必要かどうかをお諮りいただけ

ればと思います。 

会 長：訂正も多くあるので、修正したものを皆さんにお送りし、それをたたき台にして、会議を開

く必要があれば会議を開くということでよろしいでしょうか。 

事務局：皆さんからご意見をいただいて、会長と事務局の判断に任せていただきたいと思います。 

栗原委員：修正資料の送付から、10 日後を締切にしてはどうでしょうか。 

事務局：そのようにさせていただきたいと思います。 

吉田委員：調査方法について、調査対象が重複しないよう無作為とありますが、どういうことでしょ

うか。 

事務局：一つの世帯に重複して調査票がいかないように抽出するという意味で、情報システムの委託

会社に依頼しています。 

吉田委員：小学校区ごとというのはどうなるのでしょうか。 

事務局：調査票はこの形で、事業計画をたてる段階で区域を決めさせていただきたいと思います。 
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今村委員：調査方法は郵送での配布、回収とありますが、若いママ達は忙しく、日々の生活に追われ

ているので、大事なアンケートでありますが回答が難しいと思います。回収のための工夫、ア

イデアによって回収率を高めることはできないでしょうか。前回はどのくらいの回収率だった

のですか。 

事務局：５２％ぐらいでした。 

小林委員：自分は関心があるので回答しますが、回答したら図書カードなどがもらえると嬉しいかな

と思います。 

須藤委員：このアンケートを出す意味が若いママにあまり伝わらないと思います。内容が難しく、量

も多いので、受け取る側は面倒くさいと思ってしまうのでは。これが何に反映されるのか、自

分に関わりプラスになることが分かると良いと思います。また、みんなでやるような場がある

と良いと思います。個々に配られた場合、どこまで責任を果たすかとなると難しいと思います。 

熊谷委員：記入してみましたが、30 分ではできませんでした。 

須藤委員：私もそのくらい時間がかかりました。場を設定して、大事なものなので一緒にやりましょ

うとなったらやるかもしれない。場をつくってもらわないとできない世代かなと思います。 

栗原委員：幼稚園の子育て支援の時間に来てもらっている人たちに頼むという方法もありますが、無

作為抽出で広く集めるのも必要だと思います。報告するためのベースとして、予定どおりの作

業と同時に、市として施設に同じ内容のアンケートを配布して回答の場を設け、参考資料とす

ることも意味があるのではないでしょうか。他の市町村では、会議のメンバーでこれとは別に

アンケートをつくり、幼稚園などの施設で実施し、会議の材料としているところもあります。 

会 長：回収率を上げるための工夫や、この調査が安中市のニーズを把握する上で大事だということ

を認識してもらうことなど、これからの課題としてとらえ、この調査については、この形で進

めるということでよろしいでしょうか。 

栗原委員：この調査以外にも実態調査的な、例えば幼稚園のあずかり保育や夏休みの長期間保育の推

移などの分析についてまとめる予定はあるのでしょうか。 

事務局：実態調査は計画に反映できるような形で行いたいと思います。 

萩原委員：いただいた資料に条例がありますが、なかなか読まないので読んでいただきたい。 

事務局：（条例の読み上げ） 

前の会議は要綱でしたが、今回は条例ということで高い位置づけとなり、諮問機関的な役割が

あります。今回は調査票作成の段階から皆さんに活発な議論をしていただき、有意義な会議が

進められました。事務局が不慣れなところもありまして、不手際もございますが、今後の会議

にもご協力をいただきたいと思います。 

吉田委員：この会議は位置づけも高く、市長さんにも最初から最後までご出席いただき、すばらしい

と思います。新生安中市にとって、市長が取り組んでいる市政の中で、未来の子ども子育てシ

ステムというのは、非常に重要であると市長さんが思われていらっしゃるからだと思います。
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市の広報にこの調査についての記事を出すぐらいの位置づけがないといけないのではないで

しょうか。 

市 長：結婚しない男性、女性が多くなっていることも重要です。2040 年には県の人口は 160 万人、

安中市は合併前の４万２千 600 人、日本の総人口が 9,000 万人に落ちると言われています。最

悪の場合は８千 500 万人に落ちるといわれています。国は今のこどもについて提言しています

が、そこに国の目がむかないと日本はつぶれると思います。介護保険事業は給付を受ける高齢

者が増えても、それを支える若いみなさんがいないのです。 

吉田委員：市長さんの名前でこのアンケートをだすので、日本の国は非常に危ないということも含め

たあいさつ文にしてはどうでしょうか。個人の問題ではなく、安中市の未来であり、国の将来

の姿も踏まえて、非常に重要なものになることを出していただきたい。 

市 長：子育て支援と同時並行して、出生率を高めなければならない。32 年間連続して減少しており、

昨年は最悪で 15 万人減っています。安中市では 150 人減っています。ここに支援策の比重を

かけることも大切だと考えています。 

併せて、労働者派遣法をきちんとしなくてはならないと思います。年収 200 万円程度の層が

38％占めています。人数で２千万人となります。ここを政治が、国会がきちんとしないといけ

ないと考えています。 

栗原委員：就労についてもきちんと取り組まないと進んでいかないと思います。アンケートのアピー

ルも大事だし、全体的な働きについてもこの会議が生きていけるような形で進めていければな

と思います。市長には、今後もぜひご同席いただければなと思います。直接聞いていただけた

ことは心強いし、子育てをするなら安中市という道を敷いていくためにもよろしくお願いした

いです。 

市 長：市内のある地区で、20 件に１人、労働者派遣法の影響で引きこもり的な若者がいます。全国

的な傾向です。何を最優先するかという政策の選択が重要となります。 

会 長：市長にも最後までご参加いただき、委員の意見にお答えいただき、いい会議のスタートとな

りましたので、これからもご支援をお願いしたいと思います。また、皆さんで安中市の子ども

子育て会議をつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

７．事務連絡 

  特になし 

 

８．閉会 

 


