地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する調査 報告書

平成 26 年 3 月
内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室
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１．調査概要
１．調査概要
（１）調査目的
平成 24 年 8 月に子ども・子育て関連三法が成立し、政府においては、早ければ平成 27
年 4 月からの「子ども・子育て支援新制度」
（以下「新制度」という。
）の本格施行に向け
た準備を進めているところである。
新制度の施行準備には、制度の実施主体である市町村など地方自治体に万全を期しても
らう必要があり、そのためには、市町村や都道府県の「子ども・子育て支援事業計画」（子
ども・子育て支援法第 61 条、第 62 条）の内容や、子ども・子育て支援施策の検討を地域
の実情に合ったものとするため、教育、保育、子育て支援の関係者及び子育て当事者等か
らなる、地方版「子ども・子育て会議」
（子ども・子育て支援法第 77 条）（以下、
「地方版
会議」という。
）を設置し、活用することが望まれる。
また、地方版会議の活性化は、子育て当事者等の参画意識を高め、地域住民の新制度へ
の関心を高めることにもつながることから、新制度の広報の面でも効果が期待できる。
以上のことから、本調査は、全国の自治体のうち地方版会議を積極的、効果的に活用し
ている取組事例について調査し、これを事例集としてまとめ全国の自治体に提供すること
により、全国の地方版会議の活性化を図り、今後の施行準備の取組に寄与することを目的
として実施する。
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（２）調査内容
本調査の目的を達成するために、２つの調査を実施した。
①「地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する調査」
（郵送調査）
②「地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する調査」（ヒアリング調査）
各調査の概要は、以下のとおりである。

①「地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する調査」（郵送調査）
平成 25 年 11 月時点で、地方版会議を設置している自治体の中から、以下の選定基準
により、34 の自治体を選定し、調査票の郵送配布、郵送回収により実施した(電子データ
や FAX での返信も併用した)。選定した 34 の自治体は図表１－１に示している。また、
各自治体の人口、未就学児人口、待機児童数、子ども・子育て会議の委員数については
図表１－２に示している。
さらに、各自治体の地方版会議の会長(１人)と委員（１人。可能な場合は公募委員を
対象とする）にも、地方版会議を運営していく上での工夫や意見などを聞くために、調
査票を同封し、各自治体の関係者から配布することにより、アンケート調査を実施した
（回答は郵送回収）
。
〔調査期間：平成 25 年 12 月 22 日～平成 26 年１月 17 日〕
【選定基準】
ⅰ

平成 25 年 11 月時点で、地方版会議を原則２回以上開催している。

ⅱ 地方版会議の効果的な進行や地域住民の意向を把握する取組を行っている。
ⅲ 選定自治体の中で、地域分布、人口規模などのバランスを考慮する。

②「地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する調査」（ヒアリング調査）
上記郵送調査の 34 の対象自治体の中から、12 の自治体（図表１－１中◎を付した自治
体）についてはヒアリング調査を実施し、郵送調査の内容をさらに詳しく聞いた。
ほとんどの自治体では、行政担当課に対するヒアリングを行った(栃木県佐野市では、
行政担当課とともに、子ども・子育て会議会長以下４人の委員を交えたヒアリングを行
った)。
〔調査期間：平成 26 年１月 21 日～平成 26 年２月７日〕
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図表１－１ 調査対象自治体一覧表
人口 5 万人未満
北

人口 5～10 万人未満

人口 10～30 万人未満

北海道八雲町（0 人）

人口 30 万人以上

計

北海道小樽市(0 人)

2

海
道
宮城県気仙沼市(0 人)

◎岩手県遠野市(0 人)
東

山形県真室川町(0 人)

北

山形県村山市(0 人)

青森県八戸市(0 人)

宮城県仙台市(533 人)

7

◎福島県いわき市(0 人)

◎埼玉県和光市(39 人)

◎栃木県佐野市(0 人)

関

◎東京都狛江市(47 人)

埼玉県草加市(76 人)

東

◎神奈川県逗子市(18 人)

千葉県浦安市(82 人)

◎千葉県市川市(336 人)

8

4

◎東京都墨田区(181 人)
甲

新潟県妙高市(0 人)

静岡県浜松市(269 人)

信

岐阜県下呂市(0 人)

新潟県新潟市(0 人)

越
関

京都府与謝野町(0 人)

滋賀県近江八幡市(39 人)

大阪府池田市(0 人)

京都府舞鶴市(0 人)

西

7

◎兵庫県尼崎市(74 人)
和歌山県和歌山市(33 人)

中

広島県東広島市(62 人)

国

◎山口県防府市(0 人)

四

京都府京都市（94 人）

2

◎香川県小豆島町(0 人)

香川県高松市(0 人)

2

国
九

大分県豊後高田市(0 人)

◎長崎県佐世保市(0 人)

2

計

州

9

6

※１「◎」印は、ヒアリング調査の対象を示す。
※２（

）内の数字は、平成 25 年 4 月 1 日時点の待機児童数

3

10

9

34

図表１－２ 調査対象自治体の基礎データ
自治体名
都道府県

市町村名

人口等
人口（人）

未就学
児人口
（人）

待機
児童
数
(人)

子ども・子育て会議
委員
（人）

公募
委員
（人）

合計
（人）

内、子
育て当
事者
(人)

＊
調査時期

1

北海道

小樽市

＊127,386

＊4,297

0

11

3

14

3

人口 H25.11.30
未就学児 H25.8.31

2

北海道

八雲町

18,184

＊898

0

18

2

20

6

H25.11.1

3

青森県

八戸市

＊239,172

＊11,226

0

15

2

17

3

H25.3.31

◎ 4

岩手県

遠野市

＊29,426

＊1,284

0

15

0

15

4

H25.11.30

5

宮城県

仙台市

1,069,807

＊55,150

533

23

2

25

2

H25.4.1

6

宮城県

気仙沼市

＊68,546

＊2,659

0

12

3

15

3

人口 H25.11.30
未就学児Ｈ26.3.13

7

山形県

村山市

26,426

1,105

0

14

0

14

4

8

山形県

真室川町

8,759

352

0

7

3

10

4

◎ 9

福島県

いわき市

327,723

14,986

0

13

2

15

2

◎10

栃木県

佐野市

122,928

5,633

0

16

0

16

5

11

埼玉県

草加市

244,013

13,928

76

15

2

17

3

◎12

埼玉県

和光市

79,387

5,009

39

15

2

17

6

13

千葉県

浦安市

162,366

8,857

82

12

3

15

4

◎14

千葉県

市川市

＊469,041

＊24,418

336

13

2

15

4

H25.4.30

◎15

東京都

墨田区

＊254,627

＊11,482

181

23

5

28

7

H26.1.1

◎16

東京都

狛江市

77,835

3,565

47

12

3

15

1

◎17

神奈川県

逗子市

57,860

6,991

18

12

3

15

3

18

新潟県

新潟市

＊806,535

＊38,960

0

18

4

22

5

H25.11.30

19

新潟県

妙高市

＊35,121

＊1,411

0

11

4

15

4

H25.12.31

20

岐阜県

下呂市

35,574

1,534

0

11

0

11

4

21

静岡県

浜松市

812,436

＊43,813

269

12

3

15

2

22

滋賀県

近江八幡市

82,432

4,970

39

20

2

22

5

23

京都府

京都市

＊1,420,719

＊66,598

94

24

6

30

5

H26.1.1

24

京都府

舞鶴市

87,980

＊4,584

0

19

3

22

4

H25.4.1

25

京都府

与謝野町

23,663

1,085

0

19

0

19

10

26

大阪府

池田市

102,981

5,370

0

13

2

15

5

◎27

兵庫県

尼崎市

448,941

＊23,727

74

25

4

29

4

和歌山県

和歌山市

379,118

＊15,050

6

１７

3

20

3

H25.4.3
H25.11.30

28
29

広島県

東広島市

＊183,758

＊13,047

62

22

0

22

4

30

香川県

高松市

429,251

23,910

0

15

3

18

3

◎31

山口県

防府市

118,183

6,848

0

18

2

20

3

◎32

香川県

小豆島町

16,029

617

0

17

0

17

6

33

大分県

豊後高田市

23,691

1,042

0

20

0

20

5

◎34

H25.10.1

H25.3.31

長崎県
佐世保市
256,690 ＊14,340
0
20
2
22
6 H25.5.1
※１「◎」印は、ヒアリング調査の対象を示す。
※２ 人口及び未就学児人口（5 歳以下）は原則として平成 25 年 12 月１日時点の数値を記載。ただし、
＊を付した数値は、調査時期を表の右欄に記載。
※３ 待機児童数は平成 25 年 4 月 1 日時点を記載。
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（３）企画・評価委員会
本調査を効果的に実施するために、有識者による「地方版子ども・子育て会議取組事例
集作成企画・評価委員会」
（以下、
「委員会」という。
）を２回開催した。
第 1 回委員会では、地方版会議の取組内容（特に、会議の進め方、住民参画の工夫等）
を中心に、人口規模や地域の事情なども勘案して郵送調査の対象とする 34 事例、さらに、
その中からヒアリング調査の対象とする 12 事例の選定を行った。併せて、調査項目につい
ても検討を行った。
第 2 回委員会では、郵送調査とヒアリング調査の結果を踏まえて、報告書案の検討を行
った。特に、地方版会議を運営していく上で、他の自治体に参考になると考えられるポイ
ントと、紹介する事例について検討した。
○開催日時及び検討内容

第1回

第2回

開催日時
平成 25 年 11 月

検討内容
○郵送調査の対象とする事例の選出について

28 日（木）

○ヒアリング調査の対象とする事例の選出について

13:30～15:00

○調査項目の検討について

平成 26 年３月

○報告書案について

10 日（月）

○事例のフレームと紹介する自治体について

15:00～17:00

○地方版子ども・子育て会議先進事例集作成企画・評価委員会 委員（五十音順）
土屋 和子

特定非営利活動法人市民サポートセンター日野

當間 紀子

にっぽん子育て応援団

土堤内 昭雄

株式会社ニッセイ基礎研究所

吉田 正幸

株式会社保育システム研究所

なお、本調査は、内閣府が一般財団法人日本総合研究所に委託して実施した。
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２．地方版「子ども・子育て会議」を効果的・効率的に運営してい
２．地方版「子ども・子育て会議」を効果的・効率的に運営してい
くためのポイント
くためのポイント
地方版「子ども・子育て会議」に関する郵送調査（34 自治体）及びヒアリング調査（12
自治体）の結果、特に、他の自治体において参考になると考えられる５つのポイントと具
体的な事例を紹介する。
＜５つのポイント＞
ポイント１

地方版「子ども・子育て会議」に委員が積極的に参画する

それぞれの立場の委員が、自由かつ積極的に意見を述べ合うことができるような工夫
をしている事例を紹介する。
①会議の趣旨や審議内容、制度の内容等についての理解を深める
②委員が意見を言いやすい雰囲気をつくる
ポイント２

地域住民等のニーズ等をきめ細かく把握する

地域住民等への調査や意見交換等を行い、住民等のニーズをきめ細かく把握した上で、
地域のニーズに合った「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定するための工夫を
している事例を紹介する。
①子育て世帯（ニーズ調査の対象以外）からのニーズの把握
②一般の地域住民からのニーズの把握
③子育て世帯を支える事業者（団体）からのニーズの把握
④次世代を担う青少年からのニーズの把握
ポイント３

会議の内容等の情報を積極的に公開・発信する

地域住民等に対して、子ども・子育て支援新制度や事業計画の周知を図るためには、
地方版会議の協議のプロセスも含めて、情報公開を行うことが重要である。地方版会議
や自治体の取組に関して分かりやすい資料を作成している事例や情報発信に工夫をして
いる事例を紹介する。
①委員や地域住民も分かりやすい資料の公開
②子ども・子育てに関する情報の発信（市民からの提案、市民団体との連携、多様
なツールの活用）
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ポイント４

地域住民が事業計画の評価に参画する

子育て支援策の実施状況等についての点検・評価を行う場面に、地域住民の声を反
映できるような取組みや体制づくりを行っている事例を紹介する。
①自治体独自の評価指標の設定
②ニーズ調査の項目に事業評価を問う設問を作成
ポイント５

多角的な視点で事業計画を策定する体制をつくる

効率的な会議の運営や庁内の対応等において工夫が見られる事例を紹介する。
①委員を中心とする部会や検討会の設置
②庁内の横断的な関係部署による検討体制の設置
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ポイント１

地方版「子ども・子育て会議」に委員が積極的に参画する

①会議の趣旨や審議内容、制度の内容等についての理解を深める
地方版「子ども・子育て会議」の趣旨や目的、審議する内容や検討事項等について、
委員が正しく理解し、不安なく参加できるよう、事前の会議資料配布や会議終了後のフ
ォロー、委員向けの勉強会等を開催している。

●佐野市：任意参加による勉強会の開催
公式の「子ども・子育て会議」の開催回数は限られており、それだけでは十分な審議
ができないことから、会長の発案により任意参加の勉強会を開催している。この勉強会
には、委員や行政関係者が多数出席しており、新制度における地方版「子ども・子育て
会議」の目的、国や地方の役割の違い、ニーズ調査の目的や活用方法等に関する認識の
共有化を図るとともに、それぞれの立場から意見を出して検討するなど、公式の会議の
補完的役割を果たしている。
また、委員が幼児教育・保育の現場について理解が深められるよう、幼稚園や保育園
でも実施するなどの工夫も行われている。

●市川市：委員向け勉強会の開催
第１回目の「子ども・子育て会議」で新制度について説明したが、委員から制度を理
解するための勉強会が必要との意見があり、８月に会議とは別に任意参加の勉強会を開
催した。また、その場で資料内容を確認して審議するのは難しいので、一回の会議で審
議を終える案件の場合には、会議の中で次回の検討資料を事前配布して事務局が説明し
た上で、委員に持ち帰ってもらい、次回の会議で審議するようにした。

●墨田区：必要に応じて「臨時会」を開催し、施策の方向性や認識の共有を深める
墨田区では、区が目指すべき理想的な子育て環境についての、委員の“思い”を集約
する場として「臨時会」を設置している。必要に応じて随時開催し、委員間の理解の共
有、議論を深め合う場としている。平成 25 年 12 月までに、既に２回開催した。
第１回は、次世代育成支援行動計画策定に携わった委員が同計画の成果等に関する説明
を行い、現委員同士における認識の共有化を図ったほか、「墨田区の子育て・子育ちに関する
良い点・悪い点」をテーマに４班に分かれてグループワークを行った。第２回は、発達に心配が
ある児童等の保護者及び高校生に対するインタビュー調査の際に用いた事前アンケート調査
票について検討を行った
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＜郵送調査の結果＞

図表２－１ 会議を効果的に進める工夫（複数回答）
0

10

20

30

40 （件）
30

会議資料の事前送付
16

会議の際に、委員用の託児の用意
開催する曜日､時間帯、会場等を工夫

14

説明を簡潔にし、議論の時間を多く

14

会議資料を分かりやすく作成している

13

部会、専門委員会の設置

13
6

委員が意見を言いやすい雰囲気
3

事前に委員に説明

2

委員同士のインフォーマルな意見交換

6

その他

（n=34）

「会議を効果的に進める工夫」として、資料の事前送付が最も多く、30 の自治体で実施
している。
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②委員が意見を言いやすい雰囲気をつくる
限られた時間と回数の中で、それぞれの立場の委員が、不安なく、自由に、積極的に
意見や提案ができるような雰囲気をつくっている。

●狛江市：委員同士でレクチャー
狛江市の「子ども・子育て会議」は、15 人の委員で構成されている。委員の専門知識
や問題意識を委員全員が共有できるように会議の冒頭で 15 分程度のレクチャーを行って
いる（毎回１人）
。また、外部からも専門家を呼んでレクチャーしてもらったこともある。
内容は、各委員が専門とする領域の現状や課題、また狛江市の子育て事情、親事情など
実情が把握できるものとなっている。第１回目はワーク・ライフ・バランスの精通者で
ある民間企業の委員から「ワーク・ライフ・バランスについて」のレクチャーがあった。
委員からは大変好評で、委員の前提知識の向上につながり、会議においてより幅広い意
見が出されるようになった。さらに委員同士の交流を図るため、懇親会も開催している。
なお、
「狛江市子ども・子育て会議」の委員レクチャーのテーマは以下の通りである。
第１回：「ワーク・ライフ・バランスについて～今なぜワーク・ライフ・バランスが
必要か？」
第２回：「乳幼児の心の育ちのために」
第３回：
「子どもの発達を支援する地域の療育システムについて」
「市内の公私立保育園、認証保育所、家庭福祉員などの地域資源と現状につ
いて」
第４回：
「児童相談の現状について」
第５回：「保幼小中の円滑な連携に向けて」

●市川市：委員からの意見書の提出
毎回の会議で、委員から「意見書」が提出されている。意見書の提出は、委員から自発
的に行われたものである。最初は、
「市民版いちかわ子ども・子育て会議」（注：P14 参照）
の関係者である委員や保育所・幼稚園の団体代表からの意見だった。その後は、公募委員
（保護者）からも地元の保護者との意見交換の内容が提出された。委員それぞれの立場や
主張、環境や背景を委員同士が理解できるので、委員の発言も一人よがりにならない、各
委員の立場を踏まえたものになっている。

●逗子市：委員全員で答申に向けてきめ細かく議論する
市長の諮問機関として位置付けられている「子ども・子育て会議」は、15人の委員か
ら構成される。集中して検討を行うため、あらかじめ会議を毎月決まった日時に開催す
ることとし、公募委員の公募に際しても、予定された審議会のすべてに参加できること
を要件の一つとした。平成26年１月までに８回の会議を開催し、すでに、
（仮称）子ども・
子育て支援事業計画に関する基本理念、保育所保育料の見直しに関する基本的な考え方
について答申を行っている。
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ポイント２

地域住民等のニーズ等をきめ細かく把握する

①子育て世帯（ニーズ調査の対象以外）からのニーズの把握
地方版「子ども・子育て会議」の委員選定においては、
「子育ての世帯のニーズが把握
できること」を重視している自治体が多い。利用希望把握調査（ニーズ調査）では、未
就学児童の保護者を対象に調査を行っているが、それだけでは把握しにくい対象者の声
や、さらにニーズ調査では把握できない意見を収集するための工夫が見られる。

●和光市：妊婦をはじめ、多様な子育て世帯へのニーズ調査の実施
和光市では、多様な子育て世帯の意見やニーズ（課題）を把握する目的で、就学前児
童保護者対象の調査の他に、以下の対象者にそれぞれ調査を実施した。
①市内に住む妊娠中の女性 300 人（郵送による配布・回収）
②市内在住で幼稚園に通う子どもの保護者 1,523 人（幼稚園を通じての配布・回収）
③市内のの保育クラブに子どもを通わせる保護者 749 人（保育クラブを通じての配布・
回収）
様々な現状や課題を把握することができた各調査結果をもとに、子ども・子育て支援
事業計画の論点や具体的解決方策案として整理し、
「子ども・子育て支援会議」に提示し
ている。

●墨田区：発達に心配がある児童等の保護者ニーズを、インタビューで丁寧に把握
墨田区では、ニーズ調査では把握しにくい、発達に心配がある児童等の保護者のニー
ズをより詳細に把握する目的で、区内児童発達支援センターや放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援事業所に通園する３歳～小学３年生までの保護者９人を対象に、グル
ープインタビューを実施した。保育・教育の現状と要望、放課後や夏休みなど長期休暇
時の過ごし方と希望、地域への要望、計画への要望等を把握し、事業計画の検討に活か
していく予定である。

●いわき市：震災後の避難児童のニーズ把握
現在、いわき市の待機児童数は０人である。その待機児童の考え方の中には、他市町
村からいわき市への避難児童（０～５歳）も含まれており、市では避難児童も含めて子
育て支援の取組を実施している。市が把握している避難児童数は、いわき市から他の自
治体への避難児童が 303 人、他市町村からいわき市への避難児童は約 1,200 人となって
いる。なお、平成 25 年度には福島県が主体となって、東日本大震災に伴う避難者に対す
るニーズ調査を実施した。この調査は、避難児童の実態を把握することを目的としてお
り、避難元の自治体が避難児童のニーズの把握を行い、その結果を福島県が集約し、避
難先の自治体に提供している。今後、いわき市を含めた県内各市町村は、今後の子育て
施策等の検討に、避難児童のニーズも反映してしていくこととなる。
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②一般の地域住民からのニーズの把握
一般市民から子ども・子育てに関する意見や課題を把握し、子ども・子育て支援事業に活かし
ている。なお、こうしたニーズ把握は、市民への広報の役割も兼ねている。

●小豆島町：18～60 歳未満の町民全員を対象に調査票を配付
小豆島町では、高松大学の教授を委員として迎え、
「小豆島町すくすく子育ち応援会議」
のニーズ調査部会と大学と協働でニーズ調査の作成を行い、官学連携で事業計画を策定
している。また、ニーズ調査の対象は、平成 25 年４月１日現在、町内に住所のある 18
～60 歳未満の町民全員を対象としている。小豆島町の子育ち応援計画では、質の高い教
育・保育の提供、子育てしやすい環境づくり、子育て支援サービスの充実、発達障害児
やその家庭へ支援、移住促進を目標に掲げており、小豆島町の子育て環境を良くし、魅
力あるまちづくりを目指している。そこで、今回の調査では、ニーズ調査部会の総意の
もと、包括的な施策の取組及び実施事業の検証が必要であると考え、より広い世代から
意見、ニーズを計画に反映させるために、18～60 歳までの町民全員を対象とした。
＜小豆島町 ニーズ調査の範囲＞

●市川市：10～40 歳代の子育て予備軍へモニター調査
ニーズ調査の対象は、就学前児童と小学生を想定していたが、「子ども・子育て会議」
の検討の中で、委員から子どものいない市民にもニーズを聞くべきという意見があり、
それに対応するために「市川市 e-モニター」を対象とした調査を行った。e-モニター制
度は、市川市が運営する登録制のアンケート制度で、市民であれば誰でも登録できる。
そのモニター（10～40 歳代、3,862 人に配信）に、ニーズ調査の対象には含まれない子
育て予備軍の状況とニーズを把握することを目的に、アンケートを実施した。これによ
り、子どものいる市民との相違点等も把握することができる。
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●墨田区：シンポジウムの中で区民のニーズをキャッチ
墨田区では、平成 26 年３月２日に、
「聞いて！話して！子ども・子育て支援新制度」
と題したシンポジウムを開催した。内容としては、墨田区子ども・子育て会議会長であ
る大豆生田啓友氏（玉川大学教育学部准教授）による「いまどきの子育てに必要なこと」
をテーマとした基調講演のほか、内閣府職員による子ども・子育て支援新制度の概要説
明、区担当部長による墨田区子ども・子育て会議の概要説明を午前と午後にそれぞれ同
一プログラムで行った。また、それぞれシンポジウムの後半には、新制度や子ども・子
育て会議に関する理解を一層深められるよう、聴講者とパネリストによる質疑応答の時
間を十分に設けた。この質疑応答は、事前に聴講者へ「質問・意見用紙」を配布し、パ
ネリストへの質問等を記入してもらい、休憩時間中に回収し、再開後、パネリストから
の回答を行った。併せて追加の質問も受けるなど、区民のニーズをキャッチすることを
心掛けた。さらに、会場内の他の部屋においては、保育士と子育て当事者による座談会
や、子育てにおける効果的なしつけについて学ぶ「ポジティブディシプリンセミナー」
を開催するなど、子育て世代にとって有益となる催しを多数盛り込んだ。
なお、本シンポジウムを開催するにあたり、区報やホームページ、区のツイッター、
保育園など子育てに関する施設へのチラシやティッシュの配布等で広報活動を行った。シ
ンポジウムへの来場者数（基調講演等の聴講者数）は、200 人定員のところ、午前の部は約 170
人、午後の部は約 80 人であった。

＜墨田区 シンポジウムのチラシの一部＞
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③子育て世帯を支える事業者(団体)からのニーズの把握
委員の中に子育て関連の事業者を入れている自治体は多いが、地方版会議以外の場で
も、子育て関連の事業者の意見を聴き、子ども・子育て支援事業に活かしている。

●市川市：
「市民版いちかわ子ども・子育て会議」
市川市には行政の「市川市子ども・子育て会議」のほかに、
「市民版いちかわ子ども・
子育て会議」がある。
「市民版いちかわ子ども・子育て会議」
（以下、
「市民版会議」とい
う。
）は、市川市「子ども・子育て会議」に市民（当事者）の声を反映させることを目的
に平成 25 年４月１日に発足した。
市民版会議には、幼児教育・児童福祉・子育て支援・養成学校などの関係者が集まり、
それぞれの立場から市川市において、どのような子ども・子育て環境をつくりたいか議
論している。
また、市民版会議の代表者を含む関係者数名が、市の「子ども・子育て会議」の委員
として参画しており、意見書などを通じて市の「子ども・子育て会議」の議論に意見を
反映させている。市川市の「子ども・子育て会議」において、待機児童だけではなく、
すべての子どもたちの最善の利益を考えていくことを大事にしたいという思いを意見書
に込めて提案している（平成 25 年７月 12 日）。なお、市職員が市民版会議に出席するこ
ともあり、互いに交流を図っている。
④次世代を担う青少年からのニーズの把握
未就学児の母親等を対象としたニーズ調査とは別に、子ども・子育て施策の中で目指
していること等を踏まえ、小・中・高校生たちにも意見を聴いている自治体もある。

●墨田区：成人前調査として、中学生と高校生へのアンケートやインタビューを実施
墨田区では、
「墨田区次世代育成支援行動計画」を踏まえた子ども・子育て支援事業計
画の策定を予定しているが、計画の策定にあたり、今後の区の子育て施策等に関して成
人前区民の意見・要望を把握するために、区内各中学校を通じて中学２年生（各校１ク
ラス）
、無作為抽出による中学校卒業以上～19 歳の世代に対してアンケート調査を実施し、
学校生活、学校以外の生活、関心や悩み、将来のことなどについて実態と希望を把握し
た。
特に高校生については、アンケート調査の掘り下げや生の声を聞くため、事前アンケ
ートを行ったうえでグループインタビューを実施し、生活自立、結婚観、家庭観、職業
観、大人社会に対する思いや希望について把握した。
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ポイント３

会議の内容等の情報を積極的に公開・発信する

①委員や地域住民にも分かりやすい資料の公開
子ども・子育ての新制度等について、委員や地域住民に理解してもらうために、自治
体では、市民目線での分かりやすい資料作りに工夫をこらしている。

●和光市：図表を用いて、視覚的に理解しやすい資料を作成
和光市では委員の理解を深め、審議時間を多く確保するという会議運営方針に基づい
て、審議資料の多くを図式化し、視覚的に分かりやすい資料づくりに取り組んでいる。
子ども・子育て支援に関する現行制度と新制度の比較、国と市における計画策定スケジ
ュールや作業内容の関係、今後市が目指す子ども・子育て支援事業のイメージ図など、
会議ごとに検討する論点の位置づけを明確にした資料作成を行っている。
＜和光市 市がめざす子ども・子育て支援事業についての説明資料＞
図表 妊娠、出産、子育ての切れ目ない保健・医療・福祉の連携（シームレスケア）イメージ（案）

和光市子ども・子育て支援会議第 4 回会議資料より抜粋
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●逗子市：市の事業名等の用語集を添付し、正確な回答と施策の周知促進
逗子市では、ニーズ調査の実施にあたり、ニーズ推計の正確さを期するとともに、子
育て世代当事者に対して、市の子育て施策・事業等を周知する機会と捉え、調査票とあ
わせて、用語解説として「市の教育・保育事業 内容・利用料など」、
「地域の子育て支
援事業等 内容・利用料」
、
「逗子市では行っていない事業」からなる一覧表を添付した。
＜逗子市 ニーズ調査に添付した用語集（一部）＞
教育・保育事業 内容・利用料など
用

語

内

容

問合せ先

幼稚園

満3歳になった次の４月～小学校入学前までの幼児を対象に、学校として幼児教育を
行っています。（一部の園では、満３歳になった時点で随時受入）
市内には5園あり、すべて私立幼稚園です。
（かぐのみ幼稚園、逗子幼稚園、第二逗子幼稚園、聖和学院幼稚園、聖マリア幼稚
園）
◆利用料：おおむね20,000円～28,000円/月
入園料・月謝等は園によって異なります。

保育課

認可保育所
（公立・私立）

保護者や同居の親族が仕事・病気などで、昼間にお子さん（生後8週～小学校入学前
まで）を保育できない場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。市内に
公立2園（湘南保育園、小坪保育園）、私立3園（双葉保育園、沼間愛児園、桜山保
育園）があります。
◆利用料：0円～50,000円/月
世帯の所得（同居親族を含む）とお子さんの年齢によって決められています。
18時以降は別途延長保育料がかかります。

保育課

認定子ども園
（幼保連携型）

保育所と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。逗子市内にはありません。
◆利用料：おおむね認可保育所に準ずる。
世帯の所得（同居親族含む）とお子さんの年齢によって各園が設定・徴収します。

保育課

事業所内保育施設

幼稚園の預かり保育

県・市の認定保育施設

その他の認可外保育施設

一時預かり

ファミリーサポートセン
ター

ベビーシッター

小規模な保育施設

企業や病院などが従業員の為に設置した保育施設です。原則として従業員のみが利用
できます。
◆利用料：各施設が設定。
幼稚園の正規の教育時間（１日４時間が標準）の前後や夏休み期間中などに、在園児
を預かり保育します。市内では4園が実施しています。
◆利用料：各園が設定。
開設後１年以上経過した認可外保育施設で、県の基準に従い市が定めた一定の基準を
満たしている良好な保育施設です。
市内に１園あります（湘南アイルド）。
◆利用料：上限58,000円/月の範囲で各施設が設定。
国・自治体の設置認可を受けてない保育施設の総称です。
市内に１園あります（ごかんのいえ）。
◆利用料：各施設が設定。
保護者の病気や冠婚葬祭、育児疲れのリフレッシュなど、日頃保育所を利用していな
くても、一時的に利用できる制度です。市内では私立保育園3園で実施しています。
◆利用料：各園が設定（1時間当たり700円程度）。
所在地は逗子市桜山1-5-42で、子育て支援センターに併設されています。会員制
で、子どもの保育所等への送迎や一時預かりなどを互助援助活動として行います。支
援会員・依頼会員・両方会員がある。
◆利用料は、依頼会員が直接支援会員へ支払います。
小学３年生まで利用可能です。
◆平日（7時～20時） 1時間あたり700円
◆土日祝・時間外 １時間あたり９００円
◆その他の実費は保護者の負担となります
子どもを家庭や指定された場所において保育や世話をする人のこと。利用者と事業者
との個人契約で、深夜や休日も含めて、個人のニーズに対応して事業者がベビーシッ
ターを派遣するもの。
◆利用料：法人により異なります。
0歳～小学校入学前までのお子さんを対象とした、定員6人～19人の保育施設です。
◆利用料：各施設が設定。
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保育課

保育課

保育課

保育課

保育課

子育て
支援課

－

－

②子ども・子育てに関する情報の発信（市民からの提案、市民団体との連携、多様なツー
ルの活用）
多くの自治体で、子ども・子育て会議の状況や子育て支援の情報を発信しているが、
市民からの提案や、市民団体と連携した情報提供、また自治体による多様なツールの活
用、といった取組が見られる。

●防府市：市民による県内の子ども・子育て会議に関する情報発信の取組をきっかけに
市民との連携を推進
市民による自主的な取組として、
「山口県内の子ども子育て会議を応援するプロジェク
ト」が立ち上がり、市内だけでなく県内住民同士がフェイスブックで子ども・子育て会
議について情報交換を行っている。平成 26 年１月 20 日には、
「山口県内の子ども子育て
会議を応援するプロジェクト」主催の勉強会「共に学ぼう子ども・子育て支援新制度学
習会」が開催され、県内から約 80 人の参加があった。このような取組をきっかけとして、
防府市だけでなく山口県内の自治体が、市民の目線にたった資料を作成するようになっ
た。防府市では、こうした市民の自主的な活動と連携を取りながら、また、他の自治体
の情報も得ながら、防府市ならではの事業計画策定に活かしている。
＜山口県内の子ども子育て会議を応援するプロジェクト＞

（https://ja-jp.facebook.com/yamaguchi.kosodate）
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●狛江市：市民ボランティアとの連携で、子育てに関するポータルサイトの立ち上げ
狛江市では、子育て情報ポータルサイトを活用して、市民へ子育てに関する情報を発信
している。当サイトには「こまえ子育てねっと」、
「こまえスマイルぴーれ」
、「こまえパ
クパクぴーれ」
、
「ここマップ」
、
「育ちの森」、
「狛江市子育て応援事業」があり、それぞ
れが子育てに役立つ情報を発信している。
その中で、
「こまえスマイルぴーれ」は、狛江の子育てを応援しようという市民ボラン
ティアが、子育てに関する市内・市外の施設の情報やイベントを取材し、子育て中の親
の視点から情報を発信している。子ども・子育て会議の情報も「こまえスマイルぴーれ」
で発信しており、今後も市と連携して、子ども・子育て情報や新制度等の情報を提供し
ていく。

＜狛江市子育て情報ポータルサイト

こまえスマイルぴーれの画面＞

（http://piele.komae-kosodate.net/）
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●佐世保市：フェイスブック等多様なツールを活用した情報発信
佐世保市では全庁的にフェイスブックを活用して情報発信を行っており、子ども未来
部も同様に平成 24 年にフェイスブックページを開設し、部局の情報を発信している。
保護者世代はフェイスブックの利用者も多く、情報の広がり方も早くて反応もよい。
特に子ども・子育て支援の拠点である「佐世保市幼児教育センター」のイベント情報等
は頻繁に更新されている。さらに、子ども・子育て会議の情報やニーズ調査の案内も発
信しており、広報の一つのツールとして今後も発展させていきたいと考えている。
そのほか、市のメールマガジンを活用するという方法もあり、こちらは利用者数が少
ないものの、フェイスブックを利用していない市民もカバーできる。現在、広報誌、ホ
ームページ、フェイスブック、メールマガジンという複数のツールを使って情報発信に
努めている。
＜佐世保市子ども未来部フェイスブック＞

（http://www.facebook.com/s.kodomo）
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ポイント４

地域住民が事業計画の評価に参画する

①自治体独自の評価指標の設定
自治体の事業評価として、独自の評価指標を作成し、行政と市民が同じ指標で評価し合
い、またその結果を分かりやすく説明する取組が見られる。

●遠野市：独自の事業評価軸の設定と、評価におけるわらすっこ支援委員の参画
遠野市では、
「遠野わらすっこプラン」
（注）の推進事業のうち、主要事業について「必
要性」
、
「効率性」
、
「有効性」
、
「公平性」、
「優先性」の５つの指標に分けて評価を行って
いる。５つの指標にはそれぞれ細項目が設定されており、例えば、「必要性」であれば、
「住民からの要望はあったか」
「政策課題としてとりあげる調査を行ったか」等 10 項目
が用意されている。その 10 項目に関して該当する（行った）と思う項目にチェックをつ
け、足し上げた点数が、その事業の「必要性」に関する点数となる。
「効率性」「有効性」
「公平性」
「優先性」についても同様に行い、それぞれ点数を出し、それをレーダーチャ
ートに表している（下図参照）
。
この評価を行政内部で行い、その評価に対して、わらすっこ支援委員会でも協議し、
その中で出された意見・提言等を施策にフィードバックするという仕組みとしており、
事業評価が次年度事業計画に反映される。
これまでにも、わらすっこプラン事業の評価について、わらすっこ支援委員会の意見
を聴取し、施策に反映させてきた。前年度事業の評価→年度事業計画の作成→実行→評
価→次年度事業の意見交換、すなわち、ＰＤＣＡサイクル（ｐｌａｎ→ｄｏ→ｃｈｅｃ
ｋ→ａｃｔ）に基づいた事業の実施を図っている。
（注）遠野市では、平成 18 年４月に遠野市少子化対策・子育て支援総合プラン策定プロジェ
クト・チームを設置し、以後、
「遠野市少子化対策・子育て支援総合計画（以下「遠野
わらすっこプラン」
）を検討してきた。さらに、新たな支え合いによる遠野スタイルと
しての「子育て環境の整備」に向けた支援施策を進めるため、平成 20 年２月に今後の
方向性等を示す「遠野わらすっこプラン」を策定した。

＜遠野市における事業評価のレーダーチャート＞
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②ニーズ調査の項目に事業評価を問う設問を作成
今回のニーズ調査を活用して、子ども・子育てに関する事業評価につながる設問を設定し、そ
れが市民にとっても、我が街の子育て施策を知るきっかけになっている取組が見られる。

●防府市：ニーズ調査で、子育て支援事業に対する満足度を把握
防府市では、ニーズ調査の中で事業に対する満足度（満足から不満まで５段階評価）
と重要度（重要から重要でないの５段階評価）を聞いている。この結果を、アウトカム
指標（施策・事業の実施により発生する効果・成果を表す指標）として活用していく。
＜防府市のニーズ調査で把握している事業の評価＞
問 45. 防府市の子育て支援策についての「満足度」と「重要度」についてお答えください。
①あなたは、各項目の現状についてどの程度満

②あなたは、各項目についてどの程度重視し

足していますか。それぞれの項目についてあ

ていますか。それぞれの項目についてあて

てはまる番号１つに○をつけてください。

はまる番号１つに○をつけてください。

重要でない

あまり重要でない

普通

重要度

やや重要

重要

不満

■記載例 １．親子が安心して集まれる身近な場

やや不満

目

普通

項

やや満足

満足

評価等

満足度

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

１．親子が安心して集まれる身近な場

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

２．子連れで楽しめるイベント

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

３．子連れでも出かけやすく楽しめる場所

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

４．子育てに困ったときに相談したり情報が得られる場

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

５．子育てについて学べる場

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

６．幼稚園の数

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

７．認可保育所の数

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

８．緊急時に子どもを一時的に預かるサービス等

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

９．幼稚園や保育所にかかる費用負担の軽減等

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

10．安心して子どもが医療機関にかかれる体制

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

11．交通事故のない安全な道路環境

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

12．子どもの健康診断の回数や内容

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

13．防犯対策の行き届いた安全・安心なまちづくり

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

14．企業に対しての職場環境改善の働きかけ

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５
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ポイント５

多角的な視点で事業計画を策定する体制をつくる

①委員を中心とする部会や検討会の設置
「事業計画」を策定する等の特定の目的のため、部会や専門委員会等を設置している。

●尼崎市：５つの部会を立ち上げ、それぞれ検討事項と関わりの深い委員で部会を構成
限られた時間の中で様々な事項を効率よく検討するため、５つの部会（「事業計画策定部会」、
「就学前の教育・保育のあり方検討部会」、「認可基準等検討部会」、「利用者負担検討部会」、
「計画推進部会」）を設置し、検討事項を分担している。委員は専門分野等に関わりの深い部会
に所属しており、すでに各部会とも、３回以上部会を開催している。各部会から挙げられた事項
を「尼崎市子ども・子育て審議会」で諮っている。

＜「尼崎市子ども・子育て審議会」の位置づけを示す組織図＞
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●小豆島町：ニーズ調査案の作成及び事業計画案の検討を行う部会の設置
ニーズ調査案の作成及び調査結果の検討、調査結果を踏まえた事業計画案の検討を行
うために「ニーズ調査検討部会」を設置している。主なメンバーは、PTA 代表、保護者、
町職員から成る６人であり、平成 25 年 12 月末日までに 12 回開催している。また平成 26
年１月以降、事業計画策定までは、５回の開催を予定している。
＜郵送調査の結果＞
図表２－２ 委員を中心とする部会や検討会の開催
開催して
いる
10件
開催して
いない
18件

開催予定
がある
6件

（n=34）

「委員を中心とする部会や検討会を開催」は 10 の自治体で実施している。

②庁内の横断的な関係部署による検討体制の設置
地方版会議の運営等のために、庁内横断的な関係部署よる体制（課、部等を超えた事務局
体制や会議体等）を設置している。

●遠野市：
「子育てするなら遠野」を目指し、市民参画型で庁内体制を再構築
「子育てするなら遠野」といわれるまちづくりを推進するために、わらすっこプラン事
業に関連する担当課で組織した「子育てするなら遠野構想関連事業ワーキンググループ」
を設置し、各課における子育て支援事業の平成 26 年度事業及び予算の検討を行った。メン
バーは、産業振興部、市民センター、遠野文化研究センター、保健医療担当、健康福祉部、
総合食育センター、総務部、消防本部、環境整備部、農林畜産部、教育委員会事務局及び
子育て総合支援センターの職員で構成され、平成 25 年 12 月までに 4 回開催した。次年度
からは、事業計画策定に向けて、部や課を越えた横断的な議論や対応が求められるため、
庁舎内に関連事業担当課員で構成する「（仮称）子育てするなら遠野推進本部」を立ち上げ
ることとしている。また、この本部の下部組織として「わらすっこプラン」
、「安産の里」、
「健康寿命」の３つのワーキンググループを設置し、わらすっこ支援委員会の委員も参画
して、
「子育てするなら遠野構想」を市民の意見を取り入れながら進めていく。
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●和光市：「庁内調整会議」と「ワーキングチーム会議」、
「社会保障制度改革推進プロジェ
クトチーム」の設置
和光市では、子ども・子育て支援新制度における施策を円滑に実施する事務執行体制を
整備するため、
「和光市子ども・子育て支援新制度庁内調整会議」と、庁内調整会議の作業
部門として「和光市子ども・子育て支援新制度調査検討ワーキングチーム会議」を設置し
ている。
また、平成 25 年 10 月、保健福祉部内に、社会保障関連分野に関する施策や事業を横断
的に調整し、他職種・他制度による課題解決を目指すため「社会保障制度改革推進プロジ
ェクトチーム」を設置した。保健福祉部の各担当課（こども福祉課、社会福祉課、長寿あん
しん課、健康支援課）から職員が配属されている。

２つの庁内会議と「和光市子ども・子育て支援会議」の事務局として、
「社会保障制度改
革推進プロジェクトチーム」が全体調整を行うことで、分野、担当部署を横断した協議内
容の検討、情報共有が可能となっている。
＜和光市子ども・子育て支援新制度庁内調整会議＞
和光市子ども・子育
て支援新制度庁内調
整会議（課長級）の

・計画の策定に関する事項
・事務執行体制の整備に関する事項

所掌事務

和光市子ども・子育
て支援新制度調査検
討ワーキングチーム
会議の所掌事務

構成する部局名と主
な構成メンバー

法務チーム
・例規・基準等の作成及び組織の整備に関すること
財政チーム
・財政シミュレーションに関すること
IT チーム
・情報システムの構築に関すること
計画チーム
・ニーズ調査等の実施及びその分析・検証等に関すること

保健福祉部（こども福祉課・社会福祉課・長寿あんしん課・健康支援
課）
（社会保障制度改革推進プロジェクトチーム）
企画部（政策課・財政課）
総務部（職員課・情報推進課）
教育委員会（教育総務課・学校教育課・生涯学習課）
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●防府市：子ども・子育て行政推進委員会の設置
子ども・子育て会議を補佐する庁内会議として、「子ども・子育て行政推進委員会」を
設置し、事業計画等の検討を行っている。メンバーは、生活環境部（生活安全課長）
、健
康福祉部（健康福祉部次長、社会福祉課長、障害福祉課長、高齢福祉課長、子育て支援
課長、健康増進課長）
、産業振興部（商工振興課長）
、土木都市建設部（建築課長、道路
課長、都市計画課長）
、教育委員会教育部（教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、
スポーツ振興課長、図書館長）から構成されている。平成 25 年 12 月末日現在で、２回
開催しており、平成 26 年１月以降事業計画策定まで１回開催予定である。

●尼崎市：
「子ども・子育て支援制度準備室」の設置
子ども・子育て支援新制度に関する事項を検討するために、庁内に「子ども・子育て
支援制度準備室」(複合組織)を設置している。メンバーは、子ども・子育て支援制度準
備室長、子ども・子育て支援制度準備担当課長、子ども・子育て支援制度管理システム
調整担当課長が専任で担当する。また、こども青少年局、健康福祉局、教育委員会事務
局等の新制度に関する部局の所管課長 13 人の兼職(併任)で構成されている。

＜郵送調査の結果＞
図表２－３ 庁内の横断的な関係部署による検討体制の設置

設置して
いない
16件

設置して
いる
15件
設置予定
3件

（n=34）

「庁内の横断的な関係部署による検討体制の設置」は 15 の自治体で実施している。

25

３．地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関するヒアリング調査結果
３．地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関するヒアリン

グ調査結果
（１）調査概要
地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する調査(郵送調査)の対象とした 34 自治
体の中から、会議の進め方、ニーズ調査の工夫、地域住民からの意見の収集、事業計画策
定に向けての検討体制、新制度の広報等で、参考となる取組を行っている以下の 12 の自治
体にヒアリング調査を行った。
自治体名

地方版「子ども・子育て会議」名称

委員数
（公募委員）

掲載
ページ

１

岩手県遠野市

遠野市わらすっこ支援委員会

15 人（0 人）

27

２

福島県いわき市

いわき市社会福祉審議会
児童福祉専門分科会

15 人（2 人）

31

３

栃木県佐野市

佐野市子ども・子育て会議

16 人（0 人）

36

４

埼玉県和光市

和光市子ども・子育て支援会議

17 人（2 人）

41

５

千葉県市川市

市川市子ども・子育て会議

15 人（2 人）

47

６

東京都墨田区

墨田区子ども・子育て会議

28 人（5 人）

52

７

東京都狛江市

狛江市子ども・子育て会議

15 人（3 人）

57

８

神奈川県逗子市

逗子市子ども・子育て会議

15 人（3 人）

61

９

兵庫県尼崎市

尼崎市子ども・子育て審議会

29 人（4 人）

65

10

山口県防府市

防府市子ども・子育て会議

20 人（2 人）

70

11

香川県小豆島町

小豆島町すくすく子育ち会議

17 人（0 人）

74

12

長崎県佐世保市

佐世保市子ども・子育て会議

22 人（2 人）

78
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（２）ヒアリングレポート（12 自治体）

① 岩手県遠野市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
遠野市は、北上高地の中南部に位置し、標高 1,917ｍの早池峰山を最高峰に、六角牛山、
石上山に囲まれた盆地である。東京からは約 530km 離れており、県内においては、盛岡
市へは約 70km、隣接する宮古市や釜石市などの沿岸部とは 50km 圏内にあり、沿岸部と内
陸部とを結ぶ地域にあるため、古くから物流交流地の要となっている。『遠野物語』や民
話・昔話、伝統芸能、曲り家（まがりや）集落等の文化的資源と豊かな自然に憧れて首
都圏からの移住者も多い。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
遠野市では、子どものことを「わらすっこ」と呼んでいる。
「わらすっこ」は、次世代
を担う遠野の宝である。子ども数の減少、子どもや親の生活環境も大きく変わってきて
いるが、「子育てするなら遠野」をキャッチフレーズに、遠野で安心して出産し子育てが
できる環境を整備し、また、結婚・出産・保育・労働と切れ目のない支援を行っている。
平成 20 年には「わらすっこプラン」
（遠野市少子化対策・子育て支援総合計画）を策定
し、子どもを産み育てることに夢がもてる持てるまちづくりを実践し、合計特殊出生率
も現在（平成 23 年）1.85 から 2.08 を目標としている。市役所本庁舎西館に平成 24 年４
月にオープンした「元気わらすっこセンター」の中には、活動的に遊べる部屋「わらす
っこルーム」と、ゆっくり本を読んだり、飲食等ができるスペースとして「おやこくつ
ろぎスペース」が設けられており、ゆっくり親子で過ごすことができるよう整備してい
る（日曜日も開放）
。
担当部署名

遠野市子育て支援センター/子育て総合支援課

子ども・子育て会議の名称

遠野市わらすっこ支援委員会

（委員数、うち公募委員数）

（委員 15 人、公募委員なし）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

１回（ただし、旧わらすっこ支援委員会として、24
年度に 5 回、25 年度に 2 回、会議を開催している）

人口（平成 25 年 11 月 30 日現在）

29,426 人

待機児童数

平成 25 年２月（０）人、平成 25 年 10 月（０）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（３）園、私立（10）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（３）園、私立（１）園
認定こども園：公立（０）園、私立（１）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
●遠野市病児等保育施設「わらっぺホーム」
県立遠野病院の職員寮を活用して、平成 22 年から病児等保育を行っている。保育室は
３室あり、事前に登録をした上で、平日午前８時から午後６時まで利用できる。利用料
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金は 2,000 円であるが４時間未満は 1,000 円である。今年度は延べ 509 人（平成 26 年２
月末現在）が利用している。
（２）独自に取組んでいる事業
●遠野市助産院「ねっと・ゆりかご」
市内には平成 14 年から出産を扱う医療機関がなく、市民は盛岡市等の遠距離通院を行
っていた。妊婦とその家族の不安解消、身体的・経済的負担の軽減を図るため、平成 19
年から「市民医療整備室」を設置し、医師確保対策と医療環境整備に着手し、同年 12 月
に遠隔妊婦健診を主軸とした助産院活動を行っている。
「ねっと・ゆりかご」は県内 12
医療機関とネットワークを構築しており、長時間かけて病院に通院しなくても、妊婦健
診を受けることができ、
「ねっと・ゆりかご」での検査結果は、ネットワークシステムで
かかりつけの病院に送られる。最近では夫と一緒に定期健診に来るケースも増えている。
平成 24 年度の利用者数は、相談者で 808 人、健診者で 316 人であった。
●わらすっこ応援事業
わらすっこの誕生を祝い、子育てを応援するため、また、郷土愛を大切にする心を育
ててもらうために、平成 20 年から市内産材で作製した写真立てを贈っている。また、少
子化傾向改善のため、０歳から小学校就学前までの子どもを養育する保護者に対し、予
防接種費用などに活用できる 10,000 円分の子育て応援券（500 円の応援券が 20 枚）を配
布し、経済的負担の軽減を図っている。写真立てと応援券は主任児童委員・民生委員が
各家庭に訪問して渡しており、その時に家族の状況なども確認している。
（３）課題
①公立施設の民営化や統廃合
現在、遠野市には 13 の認可保育所が設置されているが、うち３施設は公立（平成 17 年
に市町村合併によって、旧宮守村に設置されていた公立保育所）である。公立保育所の現
在の形態（宮守、達曽部、鱒沢の３地区に幼保一体型施設）を維持するため、現在の幼保
一体型施設を認定こども園化するとともに、運営を市内の社会福祉法人へ委託することで
現在協議を進めている。
②保育士など保育の専門分野の人材不足
公立保育所及び私立保育所に勤務する保育士に不足が生じており、職員配備に余裕が
ない状況で運営している。特に近年保育のニーズが高まっている３歳未満児クラスの保
育体制に影響しており、０歳児における年度途中入所の受入れについて保護者の希望に
添えられない状況が続いている。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
これまで遠野市では子どもの権利を保障し、子どもに関する施策の充実を図るため、要
綱に基づいた組織として「遠野市わらすっこ支援委員会」が設置されており、平成 24 年
度も５回会議を開催している。今回、遠野市わらすっこ条例を改正し、条例に基づいた委
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員会として新たに設置され、市の諮問機関としての役割を担うこととなった。わらすっこ
支援委員会は、その所掌事務として、子ども・子育て支援法に掲げる事務を処理すること
のほか、子どもに関する市の施策の充実に必要な事項を審議する。
子ども・子育て支援法で対象とする、主に小学校就学前の児童を対象とした施策にと
らわれず、小中高生や大学生等の子どもやその家庭に対する施策、子育てと就労を両立
するための保護者への支援施策、不妊治療や男女の出会いを応援する事業など多面的な
少子化対策など、総合的な「少子化対策・子育て支援事業」について当委員会で協議し、
共に考えていく。
（２）会議を効果的に進める工夫
●開催時間の配慮
開催する曜日、時間帯、会場等を工夫しており、開催日を平日の夜とし、できるだけ
効率的に進めることによって短時間で終了するよう心掛けている。また、会議資料は、
会議の２～３日前に送付している。要請があった際は、委員用の託児も用意している。
●委員が意見を言いやすい雰囲気づくり
委員同士意見が言いやすい環境づくり、子育て支援に関して夢を語り合えるような雰
囲気づくりに配慮しており、今後は、テーマごとに小グループに分けて議論することも
考えている。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
委員から子育て世帯のニーズを把握できることを重視している。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
旧「遠野市わらすっこ支援委員会」から継続の委員と新規の委員で構成されている。新
規委員には私立幼稚園長、私立保育園長、子育て世代を多く雇用している企業からの推薦
者（子育て世代の従業員）などが加わった。わらすっこ条例では子どもの権利を保障する
ことを掲げており、そのような立場から、弁護士、警察も委員として選ばれている。15
人の委員のうち、７人が子育て世代の方となっている。
わらすっこ支援委員会の委員は、様々な職種、団体から委員として選任されており各委
員から出される意見の内容も、産業の振興に関わることや、若者の出会い応援事業、子育
て世帯向け市営住宅建設事業など、多様な意見が交わされている。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）独自の項目の設定（市の目指していること）
事業計画を策定する上で土台となる結果を得ることができる項目に限定したほか、遠野
わらすっこプランの施策に必要な事業を把握するために、施設の整備事業、既存の事業や
サービス、新規事業に分けた設問となっている。新規事業に分けて必要性を聞いている。
最後に、遠野市の子育て環境や支援施策の満足度についてもたずねており、事業評価の指
標として活用することが可能である。
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５．事業計画策定に向けての体制
（１）庁内体制
「子育てするなら遠野」といわれるまちづくりを推進するために、わらすっこプラン事
業に関連する担当課で組織した「子育てするなら遠野構想ワーキンググループ」を設置し、
各課における子育て支援事業の平成 26 年度事業及び予算の検討を行った。メンバーは、産
業振興部、市民センター、遠野文化研究センター、保健医療担当、健康福祉部、総合食育
センター、総務部、消防本部、環境整備部、農林畜産部、教育委員会事務局及び子育て総
合支援センターの各部の係長以上級の職員で構成されている。当ワーキンググループは、
平成 25 年 12 月までに 4 回開催した。
さらに、事業計画の策定に向けて、部や課を越えた横断的な議論や対応が求められるた
め、平成 26 年４月から庁舎内に関連事業担当職員で構成する「（仮称）子育てするなら遠
野推進本部」を立ち上げ、全庁的に取組むこととしている。また、この本部の下部組織と
して「わらすっこプラン」
、
「安産の里」、
「健康寿命」の３つのワーキンググループを設置
し、わらすっこ支援委員会の委員も参画して、「子育てするなら遠野構想」を市民の意見を
取り入れながら進めていく。
６．事業計画策定後の評価の仕組み
（１）評価体制
遠野市では、毎年わらすっこプラン推進事業の事業評価を行っている。これまでにもわ
らすっこ支援委員会では、主要事業にかかる事業評価や事業計画について意見を聴取し、
市政に反映させていた経緯がある。例えば、年度当初の会議では前年度事業の評価、年度
内の会議では事業提言、意見交換等、年度最後の会議では次年度事業の意見交換を行って
いる。ＰＤＣＡサイクルに基づいた会議の運営と事業実施を図っていくこととしている。
（２）評価方法（特に質の評価を行う自治体独自の方法）
遠野市では、わらすっこプラン推進事業の主要事業に対して、
「必要性」、
「効率性」、
「有
効性」
、
「公平性」
、
「優先性」の５つの指標ごとに評価項目を設定し、チェックのついた
評価項目を足しあげて各指標ごとに点数を出し、５段階評価でレーダーチャートに表し
ている。この指標を基に行政が内部評価したものを、わらすっこ支援委員会で外部評価
を行い、再度行政で検討し、最終的に来年度事業に反映させていく。結果はすべて公表
される。
なお、５段階評価のレーダーチャートについては、２．地方版「子ども・子育て会議」
を効果的・効率的に運営していくためのポイント：ポイント４ 地域住民が事業計画の
評価に参画する(注:P20)を参照。
７．新制度や事業計画について広報
平成 26 年度には、広報紙やホームページ及びリーフレットの配布などを通じて広く周知
を行うほか、園単位で、保護者向けの説明会を行うことを予定している。
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② 福島県いわき市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化など）
いわき市は、福島県の東南端、茨城県と境を接する、広大な面積を持つまちで、中核
市に指定されている。東は太平洋に面しているため、寒暖の差が比較的少なく、温暖な
気候に恵まれた地域である。地形は、西方の阿武隈高地（標高 500～700 メートル）から
東方へゆるやかに低くなり、平坦地を形成し、夏井川や鮫川を中心とした河川が市域を
貫流し、太平洋に注いでいる。
昭和 41 年、14 市町村の対等合併により、「いわき市」が誕生した。合併後のいわき市
は、高速交通網や工業団地などの生産基盤の整備と工場誘致を積極的に推進し、現在で
は製造品等出荷額が年間１兆円を超える東北第１位の工業都市に成長した。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
いわき市を含む周辺地域では、平成 23 年の東日本大震災とそれに伴う原子力発電所の
事故の影響もあり、子どもを取り巻く環境は著しく変化している。双葉郡等から数多く
の児童がいわき市に避難してきており、原発避難者特例法に基づき避難児童に対しても、
市民と同様にサービスを提供しているほか、市独自のサービスも提供している。
現在いわき市では、市内４箇所の地域子育て支援拠点事業をはじめ、妊婦検診、乳児
家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、ファミリー・サポート・センター事業、一時預
かり、延長保育事業、病児・病後児保育事業、放課後児童クラブのサービスを行ってい
る。
自治体名

いわき市保健福祉部児童家庭課

子ども・子育て会議の名称

いわき市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

（委員数、うち公募委員数）

（委員 15 人、公募委員２人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

２回

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在）

327,723 人

待機児童数

平成 25 年４月（０）人、平成 25 年 10 月（０）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（34）園、私立（27）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（18）園、私立（39）園
認定こども園：公立（０）園、私立（３）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
●地域型保育事業
今後は家庭的保育や小規模保育事業について検討していきたい。家庭的保育事業と小
規模保育事業は、市街地ではなく山間部を想定している。いわき市は中核市とはいえ、
面積が広く山間部を多く有し、特に山間部では急速に児童数が減少している。平成 25 年
度に休止した公立保育所（認可保育所）では、定員 30 人のところ入所児童数は２人であ
った。そのような山間部で、今後保育のニーズがあった場合に、市としての対応策を考
えておく必要がある。
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おそらく認可保育所（20 人以上）や小規模保育（６人以上 19 人以下）ではなく、小学
校の空き教室等を活用した家庭的保育が現実的な対策と考えている。国は、家庭的保育
については都市部を想定しているかもしれないが、市としては山間部を中心に検討して
いるところである。家庭的保育であれば、国から運営費が入るので財源も確保できる。
また、山間部では 20 人に満たない保育所もあるので、小規模保育等に移行するなどの方
法も検討していきたい。
●利用者支援事業
利用者支援事業は、これまで特別な「看板」を掲げて取組んでいたわけではないので、
新制度法定事業の枠組みの中で態勢を整えていきたい。
（２）独自に取組んでいる事業
●障害児保育
いわき市では、障害児保育を手厚く実施している。他の自治体では、特別児童扶養手
当をもらっている児童を預かると補助金を出したり、重度の障害児であれば、保育士を
一人充てるといった取組を行っている。
いわき市では特別児童扶養手当とは別の枠組みで、臨床心理士等からなる障害判定の
専門委員による独自の判定（重度・中度・軽度）を基に、重度障害児には公立の場合は
保育士を 1 人充て、
私立の場合には保育士 1 人分に相当する額の補助金を交付している。
なお、中度の場合は障害児２人に対し保育士１人、軽度の場合は障害児３人に対し保
育士１人という態勢がつくれるよう、人を充てたり補助金を交付している。多くは発達
障害や知的障害の子どもたちであり、判定では９割程度が重度と判定されている。
●公立保育所の開放事業等
県内では同様の取組みがみられるかもしれないが、東日本大震災後、屋外で遊べない
という子どもと保護者向けに、公立保育所の開放事業（祝日を除く毎週水曜日の午前中
にお遊戯室を開放）を行っている。また、市内４箇所にある地域子育て支援拠点を中心
に、保護者の相談を受け付けているが、公立保育所の開放事業の中でも、保育士が保護
者から相談を受けて対応しているという状況が発生している。
●屋内遊び場
天候に左右されずのびのびと安心して遊べる場の確保を目的に、市内３箇所に「屋内
遊び場」を設けて、市民が利用できるようにしている。
（３）課題及び対応策
①東日本大震災後の影響
現在、東日本大震災の避難者に対する子育てのニーズ調査を行っている。これは福島
県が主体となって、避難児童（０～５歳）の現状を把握するための調査で、各市町村で
は現在集計作業が進んでいる段階である。今後、いわき市から避難した先の自治体に対
し、ニーズ調査の結果を提供し、避難先での施策につなげてもらいたいと考えている。
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いわき市から他の自治体へ避難した児童は 303 人（０～５歳）である。これは原発避
難者特例法の登録者である。調査は全数に対して行ったが、回収率は予想を大きく下回
っている。おそらく、登録者の中でもかなりの数の住民が、いわき市へ戻ってきている
のではないかと考えられる。その本人が市に伝えなければ、登録者名簿を更新できない。
したがって他市町村への避難者・避難児童の母数が、必ずしも確実なものとなっていな
いのが実情である。
なお、他市町村からいわき市への避難児童は 1,200 人程度であるが、その避難児童に
対しては避難元の自治体がニーズ調査を行い、その情報をいわき市が入手することにな
っている。基本的には、避難児童のニーズは避難元の自治体が把握し、その情報を避難
先自治体へ提供することで計画に反映される。
現在、いわき市では待機児童は０人である。この数字には、他市町村からいわき市へ
避難してきた児童も含まれている。
震災後、庁内では放射能に関する業務が増えており、職員一人当たりの負担が増えて
いる。同様に市内の保育士等の子育て支援の関係者にもお願いすることが多く、保育士
の補充もない中で負担が増している。例えば、放射線の測定や除染、給食の放射性物質
検査などを日常業務として行っている。
②子育て関連の環境整備
子育て支援関連の環境整備に対するニーズについては、ニーズ調査結果に基づき不足
する環境整備を検討することとなる。
特に、認定こども園については、おそらく今後、民間の幼稚園が移行を希望すること
が予想されるため、市として、ニーズ調査結果を踏まえ、どのように対応するかが重要
になってくると考えている。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
もともと設置していた「いわき市社会福祉審議会児童福祉専門分科会」を子ども・子
育て支援法の子ども・子育て会議及び、改正認定こども園法の審議会として位置付ける
ように、市社会福祉審議会条例を改正した。それにより、従来の８人の委員から７人を
追加し、合計 15 人の体制に拡大した。追加した委員の中には、公募委員２人が含まれる。
児童福祉専門分科会の委員は、ほとんどが次世代法に基づく現行計画である「新・い
わき市子育て支援計画後期行動計画」の策定懇話会の委員であった。従来から児童福祉
専門分科会では、保育所の民営化や定員変更等子育て関連の審議をしてきたが、新たに
別組織として子ども・子育て会議を設置する場合、これまでの児童福祉専門分科会をど
うするのか、議題をどのように振り分けるのか、従来あった組織を廃止してまで新たに
設置する必要があるのかといった検討課題があがったため、児童福祉専門分科会を積極
的に活用し設置する方針となった。
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（２）会議を効果的に進める工夫
●資料の事前配付と会議終了後のフォロー
資料は事前に委員へ配布し、内容を確認してもらっている。また会議の中では結論が
出なかったり、言い足りないこともあることから、会議終了後１～２週間程度の間に委
員から意見や気付いた点を書面で提出してもらっている。本来であれば、もう一度集ま
って、会議で結論を出す方法が望ましいが、スケジュールがタイトなので、このような
形をとっている。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
公募委員の募集は、広く各方面から集めたかったので、子育て世代であるといった条
件は付けなかった。実際は９人の応募があり、「いわき市の子ども・子育て支援の現状と
今後のあり方」というタイトルで小論文を提出してもらい、子ども・子育て支援施策に
関心の高い方、計画策定に協力できる方、市内に住所を有する 20 歳以上の方、平日の日
中の会議に参加できる方という条件で２人を選考した。その２人は助産師と弁護士の職
についており、助産師の方は子育て関連の NPO 法人を運営しており、弁護士の方も放課
後児童クラブを管理し、また児童の保護者でもある。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
委員は、保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、主任児童委員・民生委員、社
会福祉協議会、医師、学識経験者、児童相談所、子育て当事者から構成されている。
委員に対しては、昨年９月 13 日の第 1 回目の会議において、国の資料を基に新制度の
ポイントを説明した。子ども・子育て支援事業計画を策定するというゴールは共通認識
できているが、新制度の内容は膨大で多岐に渡るため、すべての委員がすべてを理解す
るのは難しい。公募委員からはメーリングリストを活用して、委員同士の意見交換と情
報共有を図りたいとの意見があったので、今後はそのようなツールを活用することも考
えていきたい。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）独自の項目の設定（市の目指していること）
調査項目は、内閣府の調査票案の必須項目はすべて入れ、設問数が多く回収率が下が
ることを懸念して任意項目の多くは削った。設問文の表現やレイアウトは、分かりやす
いように変更している。それ以外に、現行の次世代計画策定時の調査項目（いわき市の
子育て環境づくりに必要なものなど）を追加し、経年変化が見られるようにした。
（２）対象者枠の拡大
対象者数は就学前児童（保護者）が 2,100 人、小学生が 2,200 人、中学２年生が 500
人、そしていわき市から他の自治体へ避難した児童 303 人（０～５歳）である。小学生
と中学２年生は、現行の次世代計画を策定する際に、母子保健計画等の関係で調査した
ことから、それを踏襲した形となっている。
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５．事業計画策定に向けての体制
（１）庁内体制
庁内の事務局に該当する部署は多くある。児童家庭課は保育所に関する部署である。
教育委員会も関係するが、そちらは公立幼稚園、私立幼稚園、企画調整を担当する部署
に分かれている。関係部署が複数にまたがるため、意見等を集約するのに苦労する。組
織を統合して一つの組織で保育所・幼稚園のことを意思決定できればよいと考え、調整
してきたが、いわき市では平成 27 年度に庁内再編（仮称「子ども部」
）されることとな
った。平成 26 年度は今の体制で保育所、幼稚園、認定こども園の計画づくりをしていく
こととなり、組織間で調整した市全体の計画づくりに課題が残る。保育所は公立・私立
ともに補助金等の関係から実態を把握しているが、特に私立幼稚園の状況は県が認可権
者であり、市とのつながりは、これまで低かったという実情もある。
次世代計画を策定する際には、庁内で人事や財政、市民協働、福祉、保健、商工労、
まちづくりといった関係課が分野横断的な組織をつくって検討してきた。
６．事業計画策定後の評価の仕組み
（１）評価方法（特に質の評価を行う自治体独自の方法）
事業計画策定後の評価の仕組みについては、現行の次世代計画の評価方法がベースに
なると考えている。取組について全庁的に照会をかけて、自己評価をしていく。それを
もとに児童福祉専門分科会の中で点検・評価していく仕組みになると考えている。
７．新制度や事業計画について広報
公立と私立の保育所と私立幼稚園の運営者に対しては、新制度の説明を行った。また
新制度移行に伴う施設側の意向調査を先行してすでに 1 回実施している。意向調査では、
私立保育所は現行のまま運営していく、あるいは現段階では判断できないという意見が
多く、私立幼稚園は現行のままが多く、条件次第では認定こども園に移行したいという
意見もあった。運営者以外に保護者などへの説明はまだ行っていない。
市民や保護者に対する周知方法については、現在検討中である。現在は市のホームペ
ージで随時子ども・子育て支援新制度関連の情報を更新しているが、何らか別のツール
も使っていく必要がある。一般向けには、会議開催や公募委員を募集する際に報道機関
等を通じて広報したので、その際に目に触れた市民もいると思う。また議会での質疑内
容が市の広報紙に掲載されて全戸配布されているので、それで情報を入手した市民もい
ると思われる。
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③ 栃木県佐野市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化など）
現在の佐野市は、平成 17 年に１市２町が合併して形成された。関東平野の北端、栃木
県の南西部に位置し、北部は緑豊かな森林や美しい清流など自然環境に恵まれた中山間
地域、南部と西部は、住宅や産業基盤が集積する都市的地域と農業が展開する地域であ
る。産業面では、５つの工業団地を拠点に基盤整備の進行による産業活性化を推進して
おり、道路網の整備や北関東自動車道のインターチェンジが開設に伴い、立地条件及び
産業基盤整備の一層の向上が期待されている。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
平成 19 年３月、佐野市では地域社会全体で子どもを育て見守り続ける“こどもの街宣
言”を告示し、子どもの健やかな成長を保障するための取組が行われている。
佐野市では、以前から幼稚園・保育園・小学校が相互に訪問し合い、互いの取組内容
を理解する機会を毎年設けたり、公立保育所整備運営計画を策定する際にも幼稚園・保
育園・認定こども園等の関係者が策定委員として参加し、将来の子育て環境について量
的確保とともにより質の高い教育・保育を提供するための検討が行われている。30 年後
には子どもがいなくなる、まちが消えてしまうかもしれないという危機感のもと、幼稚
園・保育園・認定こども園が「将来の我がまちの子育てをどうするか」という共通目標
を掲げて一致団結して取組んでいる。
担当部署

佐野市こども福祉部

子ども・子育て会議の名称

佐野市子ども・子育て会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員 16 人、公募委員なし）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

２回

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在）

122,928 人

待機児童数

平成 25 年４月（０）人、平成 25 年 10 月（０）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（15）園、私立（４）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（０）園、私立（12）園
認定こども園：公立（０）園、私立（３）園
こどもの街宣言

こどもは、人間として尊重される。
こどもは、よい環境で育てられる。
こどもは、自由に意見をいい、社会に参加する。
1 すべてのこどもは、生命(いのち)を大切にする優しいまなざしに包まれ、すこやかに育てられる。
2 すべてのこどもは、真心あることばと愛情の中で、夢と希望をもち続けられるように育てられる。
3 すべてのこどもは、安全と安心を願う地域社会のきずなの中で、のびのびと育てられる。
4 すべてのこどもは、豊かな自然と街が調和した美しい環境の中で、清らかな心がみがかれ育てられる。
5 すべてのこどもは、遊びや生活の中で歴史と伝統を学び、おたがいの文化を理解する心が育てられる。
6 すべてのこどもは、ふるさとを支え、喜びを分かち合える大人になるように育てられる。
平成 19 年 3 月 22 日告示
佐野市
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１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
●認定こども園
佐野市では老朽化した公立保育園の建て替え整備を検討するに際し、平成 20～21 年に
準備調査室を設け、22 年度に佐野市保育所整備運営計画を作成した。
計画策定にあたっては、佐野市保育所整備運営計画策定委員会を立ち上げ、幼稚園・
保育園事業者や保護者参加のもとで検討がなされ、10 年計画で全 15 箇所の公立保育園
を最終的には 10 箇所に統合することとなった。その際、定員 290 人分が減少するためそ
の分を地域との信頼関係が築けている幼稚園で受け入れてもらいたいと考え、幼稚園関
係者による勉強会等も開催しながら認定こども園への移行に関する検討が重ねられた経
緯がある。
また、同計画では公立保育園の整備計画を策定したほか、より質の高い保育の提供を
目的として佐野市独自の運営基準作りなども行われている。
この佐野市保育所整備運営計画の流れの中で、私立幼稚園の認定こども園開設が進め
られており、平成 25 年度時点で３園（定員 190 人）が開園、今後も順次開設が進められ
る予定である。
●放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
市内には、公立の学童クラブが 21 箇所、民間クラブが８箇所あり、全体で 1000 人超
の登録児童がいる。しかし、地域によっては登録者が 70 人近くに達し、部屋が狭いとい
った問題もあり、４～６年生を受け入れられる公立クラブは２箇所しかない（民間はす
でに６年生まで受け入れ済み）
。今後、６年生まで受け入れられる環境を整備することが
課題であり、市としては、ニーズ調査の結果や子ども・子育て会議の意見を踏まえ、整
備する施設の規模や運営方法について検討している状況である。
文部科学省の管轄する放課後子ども教室は、社会体験活動を中心に生涯学習課で実施
しているが、地域の実情に合わせ、現在９小学校区で開設している。
子ども・子育て会議委員からは、就学前に行われた子供たちへの質の高い保育・教育
を継承できるような学童クラブの質を担保するため、設置運営基準作りの必要性が指摘
されている。
（２）独自に取組んでいる事業
●発達相談
佐野市は、以前から保育園で障がいを持つ児童の保育に積極的に取り組んできた歴史
がある。現在は、幼児教室「ぽっぽ広場」において、発達上の様々な課題を抱える子ど
も（１歳６ヶ月～３歳）を持つ保護者に対して相談支援を実施しているほか、「のびのび
発達相談」として市内幼稚園・保育園に在籍する年中児（４歳）を対象に、保健師等が
保育園・幼稚園を巡回訪問して子どもたちの状況を観察し、保護者に対する情報提供や
幼稚園・保育園への適切な教育・保育（関係づくり等）の助言などを行っている。これ
は、３歳児健診までには発見されにくく、幼稚園・保育園での集団生活の中で特性が明
確になることが多い発達障がい児等を、就学までのできるだけ早い時期に発見し、育児
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や教育・保育に配慮した適切な支援を行うことで、子ども達の不適応反応や子ども達が
抱える困難さに保護者が気づき、二次的障害を予防することを目的とした事業である。
本事業は、平成 24 年度から市内の全ての幼稚園・保育園・認定こども園を対象に実施
されている。また、就学指導委員会でも情報が共有されるため、小学校入学後も適切な
支援環境が得られる連携体制ができている。幼稚園・保育園・認定こども園、医師等専
門職、行政（こども福祉部、保健センター、教育委員会）等が連携しながら発達上の課
題を抱える子ども達に対する継続的なケアや保護者へのサポートが行われており、佐野
市の子ども・子育てに関わる支援システムを象徴する事業といえる。
（３）課題
①幼稚園・保育園等の数の不足
待機児童はいないものの、低年齢児を中心に保育需要があるものと想定している。この
ため、保育所等の数（低年齢児の定員）が不足していることが課題であり、ニーズ調査の
結果を踏まえて、保育所等を整備していく必要があると考えている。
②保育士など保育の専門分野の人材不足
公立保育園では、クラス担任保育士の６割が臨時職員である。育児休業明けで年度途中
から入園してくる児童に対応するため保育士を募集するが集まらず、常に不足の状態であ
る。
③小学校高学年を対象とした放課後の拠点不足
公立の放課後児童クラブにおいては、現在小学３年生までの児童を対象としているた
め、小学６年生までの児童受入れ体制の確保が課題となっている。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
次世代育成支援行動計画は佐野市児童福祉推進協議会で策定したが、同協議会には民
間保育所、認定こども園、放課後児童クラブの事業者及び保護者が含まれていないため、
新規条例を制定して、別途、佐野市子ども・子育て会議が設置された。
（２）会議を効果的に進める工夫
会議運営方針として、会長は必ず一人ひとりの委員に意見を求めたり、話しやすい雰
囲気づくりに努めている。また、民生委員など幼児保育・教育に関わっていない委員も
いるため、任意出席の学習会を実施して認識を一定水準共有しながら次へ進むという、
きめ細やかな会議運営がなされている。
また、会長は賛成意見も反対意見も公平に扱い、どのような意見にも真摯に対応して
おり、委員メンバーからは「民主的な運営に徹していると感じる」と評価されている。
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３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
佐野市の子ども・子育て会議は栃木県内で２番目に設置されており、地元新聞にも大き
く掲載された。会議委員は 16 人である。公募委員はいないものの、幼稚園・保育園・認定
こども園の保護者、小学校 PTA など保護者委員が５人参加しており、子育て当事者や事業
者など関係者が一体となって「わがまちの子育て」について検討する場として機能してい
る。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
公的な会議開催回数だけでは十分な審議が足りないため、会長の発案により任意参加に
よる勉強会をすでに３回実施している。この勉強会には委員や行政関係者が出席し、新制
度における地方版子ども・子育て会議の目的、国や地方の役割の違い、ニーズ調査の目的
や活用方法などの認識の共有化を図るとともに、それぞれの立場から意見を出し合い検討
するなど、会議の補完的機能を果たしている。
また、委員が幼児教育・保育の現場について理解を深められるよう、勉強会を幼稚園や
保育園でも実施するなどの工夫も行われている。
会長をはじめとして、委員は「わがまちのこども達をどのように育てていくか」という
大きな視点から子ども・子育て会議に参加しており、教育・保育の垣根を越えて互いの実
践を提供し合うなどの協力関係ができている。これは、佐野市では幼稚園・保育園・小学
校の連携会議や見学を他市町村に先駆けて古くから実施しており、幼稚園・保育園・認定
こども園の取組についての相互理解が進んでいること、また幼稚園・保育園・認定こども
園において「佐野市の子どもたちにより質の高い教育・保育を提供したい」という思いが
共有されていることが背景にある。
４．事業計画策定に向けての体制
（１）庁内体制
佐野市では、平成 20 年度までは教育委員会の中に幼稚園関係部署があったが、21 年度の
組織改編によって子ども関係は幼稚園も保育園もすべて「こども福祉部」に統合されてい
る。子ども・子育て会議には、こども福祉部のほかに健康医療部健康増進課が出席してい
る。
子ども・子育て会議委員からは、学童保育との関係と共に、障がい児保育における専門
職の取組（家庭を支援し子どもの成長発達を見守る）にある教育の営みや、就学前に力を
注ぐことで小学校就学後の成果が上がるという認識を教育委員会にも持ってもらいたい、
会議にも参加してもらいたいとの意見が出されている。
５．新制度や事業計画について広報の方法
自治体からの広報としては、送られてきた国作成の新制度説明用チラシを子どもが集ま
る施設等に配置したほか、新年度の公立保育園への入園手続き等に関する説明会を実施し
た際に、新制度がスタートすることや受付方法等が変わる等のアナウンスが行われたが、
新制度に関する詳細な説明はできないため、ある程度明確になった時点で再度説明機会を
設けたいとの意向を伝えている。
（保護者への説明についても、細かいところがほとんど検
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討中であるため、現実的にやりようがない、との意見も出されており、市としても保護者・
住民向けの広報に苦慮している。
）
子ども・子育て会議の委員からは、
「全国的に、新制度の周知が足りていないと感じてい
る。ニーズ調査のアンケート用紙には、調査結果がどのように生かされるか等の説明は入
れてあるが、制度がどのように変わるのかまでは記載できなかった」との意見が出された。
今後の意向として、会長は「できれば佐野市子ども・子育て会議の拡大会議としてシン
ポジウムを開催したい。ニーズ調査の分析結果も含め、結果をきちんとフィードバックし
ながら様々な方の生の意見を聞いていける場を設定したい」と考えており、会議メンバー
に諮りたいとの意向を持っている。
また、会長は子ども・子育て会議を関係者のみで終わらせるのではなく、産業界や市役
所全体を巻き込み、まち全体の取組としていくことが必要と考えている。そこには、30～
50 年後には子どもがいなくなり、まち自体がなくなってしまうかもしれないという危機感
のもと、
「子育てをするなら佐野」という子育て世代に選ばれる地域のブランドを形成して
若い世代を呼び込み、まち全体を元気にしたいという“まちづくり”の視点がある。
「わがまちの将来の子どもたちをどのように育てていくか」という大きな視点と強い使
命感のもと、佐野市子ども・子育て会議では目的の共有化やきめ細かいフォロー（勉強会、
現場への理解、発言機会、意見の取り扱い等）が行われ、委員間の相互理解と信頼・協力
関係が成立している。今後、このような関係を拡大して様々な立場の市民・団体・企業等
を巻き込みながら“わがまちの子育てをより良いものにするために”という共通目標のも
とで、様々な取組が行われることを期待したい。
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④ 埼玉県和光市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
和光市は昭和 45 年に、埼玉県で 29 番目の市として誕生した。平成 22 年に市制 40 周年
を迎えた。都心から 20ｋｍ圏内の埼玉県南東部に位置し、武蔵野の大地、雄大な荒川が流
れるなど自然の豊かさにも恵まれながら、主要幹線道路である川越街道（国道 254 号）と
外郭環状道路が交差するなど、都心や周辺地域への交通条件に恵まれた地域である。また、
東武東上線と東京メトロ有楽町線および副都心線が乗り入れた和光市駅周辺には、大型施
設が立地するなど、生活上の利便性に優れた地域でもある。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
和光市では、市内の子育て支援サービスに関する情報をまとめた『和光市子育てガイド
ブック』に「児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）」の条文を掲載している。また、
毎年度、子どもの視点で、次世代育成支援対策後期行動計画（
『わこう子どもプラン』）に
ついて意見を述べたり、和光市がもっと良くなるためのアイディアを提案したりする場で
ある「子ども版地域協議会」を設置している。
担当部署名

こども福祉課、社会保障制度改革推進プロジェクトチーム

子ども・子育て会議の名称

和光市子ども・子育て支援会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員 17 人、うち公募委員２人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

３回

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在） 79,387 人
待機児童数

平成 25 年 4 月（39）人、平成 25 年 10 月（52）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公設公営（２）
、公設民営（４）
、民設民営（８）

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（０）園、私立（４）園
認定こども園：公立（０ ）園、私立（０）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
●認可保育所の開設・家庭保育室の小規模保育への移行支援・認定こども園の整備等
（待機児童解消に向けた基盤整備）
和光市では過去 20 年以上にわたって人口が増加傾向にあるが、その特徴として、①単
身世帯あるいは少人数世帯の増加が大きい、②人口に占める 20～30 歳代の比率が高い、
③転入転出（いわゆる転勤族）が多い、④都心通勤者が多い、などがあげられる。
こうした背景から、平成 24 年、25 年に認可保育所を開園するなど、市としてもさまざ
まな対応を重ねているが、未だ待機児童の解消には至っていない。そこで、待機児童解
消加速化プランを活用し、認可保育所の整備及び現行の家庭保育室の小規模保育への移
行支援を、早急に進める予定でいる。
また、就学前児童保護者調査において、市内在住の幼稚園利用者の約半数が市外の幼
稚園に通っていることや、幼稚園の預かり保育の利用希望者が多いこと、保育所利用者
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も教育機能を求めていることなどが明らかとなった。こうした結果（市外幼稚園利用者
の潜在的な市内利用ニーズが考えられること、教育ニーズが高いこと）を受け、認定こ
ども園の整備を進めることも予定している。
子ども・子育て支援事業計画では、最優先事項の一つとして、喫緊の課題である待機
児童の解消に向けた基盤を整備する予定でいる。
●地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター等の総合相談調整機能の充実・強化）
和光市は、現時点から、子ども・子育て支援分野における、日常生活圏域のなかでの
相談・支援・問題解決体制の整備にとどまらず、
「保健福祉分野全般における相談調整機
能の統合（地域包括ケアの実現）
」を視野に入れた体制整備、施策推進を試みている。
そのため、子ども・子育て支援事業計画では、介護事業における「地域包括支援セン
ター」の考え方を応用し、日常生活圏域ごとに子育て支援センターを整備するとともに、
各エリアに子育てケアマネジメントを実施する「地域ケア会議」を設置する。さらに、
「地
域ケア会議」で対応することが難しいケースについては、他制度・他職種によって構成
される「統合ケア会議」により課題解決を図ることを検討している。
また、妊婦を対象に行ったアンケート調査からは、約７割の妊婦が、出産や育児に関
して不安や負担感をもっており、特に医療、保健ニーズが高いことがうかがえた。こう
した実態を受け、
「子育てと医療・保健・予防の連携強化（妊娠・出産・子育ての切れ目
のない支援（シームレスケア）の実現）
」を目指すことも、子ども・子育て支援事業計画
における基本方針のひとつとして掲げている。
●放課後児童健全育成事業（保育クラブ）
現在、市内に 10 箇所ある保育クラブの年間延べ利用者数は 6,938 人となっている（平
成 24 年度）
。月２、３回、各学校で開催する放課後子ども教室にも多くの子どもたちが
参加している。
和光市では、放課後や長期休暇中における子どもの居場所づくりも重視しており、①
小学校就学後の放課後の過ごし方や、土日祝日、長期休暇期間中における保育クラブの
ニーズを把握するため、就学前児童保護者を対象としたニーズ調査の中に設問を設けた。
また、②小学５年生以上になった際の利用意向や午後７時以降の利用意向、③現在の学
童保育の利用実態等を把握するため、保育クラブに通う子どもたちの保護者を対象とし
たアンケート調査を実施した。その結果、①の調査からは、保護者が子どもを過ごさせ
たい場所として、低学年、高学年共に「習い事」が多いこと、②の調査からは、子ども
が小学５年生以上の場合でも、長期休暇中の保育クラブの利用希望があることなどが見
えてきた。こうした結果を受け、市としては、保育クラブの機能を重視しながら、新た
なバリエーションとして、塾併設であったり、習い事ができたりするような、民間活用
も含めた放課後の居場所モデル事業の検討を予定している。その際、子どもたちから「ど
のような場所で、どのように放課後や長期休暇を過ごしたいか」について意見を聞く機
会を設けることも、予定に含まれている。
また、障害施策と子ども・子育て支援の連携の視点から、障害を持つ子どもの放課後
の過ごし方のバリエーションの一つとして、放課後等デイサービスの充実も論点として
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取り上げられている。
（２）独自に取組んでいる事業
●子ども版地域協議会
子ども版地域協議会は「児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）
」の理念を考慮
し、子どもに関わるさまざまな権利が尊重されることに配慮し、実施されている。
子ども版地域協議会の開催は、次世代育成支援対策後期行動計画（『わこう子どもプラ
ン』
）重点事業のうち一つに位置づけられ、子どもたちの視点でプランについて意見を述
べたり、和光市がもっと良くなるためのアイディアを提案することにより、子どもが主
体的に地域や社会に関わる機会を増やし、子どもが参画する社会づくりを実現すること
を目的としている。
平成 22 年度から毎年度、小学４年生から高校生までの子どもたちが参加し、２日間の
ワークショップ形式で実施している。これまで、児童センターのバスケットコートを中
高生も使える高さに調節できるようにしたり、フリーマーケットをやりたいという意見
を、市の緑化まつりと共催で「親子ふれあいフリーマーケット」として開催し、継続事
業にした事例など、子どもたちからの提言が市の事業に反映されたものも多い。
本事業の大きな特徴は、毎年度「子ども版地域協議会報告書」が作成され、そこには
子どもたちからの提言に加え、提言を受けた各担当部署からの回答が掲載されているこ
とである。子どもたちから受けた意見に対し、できることは検討し、できないことにも
できない理由が説明されており、子どもの意見に真摯に耳を傾け、返答する仕組みが定
着している。
こうした取組が蓄積され、地域に発信されることは、子ども版地域協議会を設置した
本来の目的の実現に加え、大人が子どもの権利について考える機会や、地域づくりの一
員として子どもの意見を尊重する必要性を認識することにつながっていくと考えられる。
●和光市ホームスタート事業（家庭訪問型子育て支援）
市では、もともと転勤族の家庭が多く、地域とのつながりがないままに出産を迎え、
知り合いがいない、子どもを連れて遊びや買い物に出かける場所も知らないといった課
題を抱える人が多いことを、潜在的に把握していた。
そのため、市では、平成 25 年４月から「ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク」※1※2
と委託契約を結び、
「和光市ホームスタート事業」を開始した。ホームスタートとは、子
育て経験のある、専門研修の修了者が、未就学児のいる家庭を、週１回、２時間程度、
定期的に、無償で訪問し、地域へ踏み出していくきっかけづくりを支援する、家庭訪問
型子育て支援事業である。
利用者からは、話し相手ができることですっきりした、子どもへの対応も変わり、負
のスパイラルから抜け出すことができた、子育て経験者の話を聞くことができて参考に
なった、などの感想があがっている。
本事業については、妊婦健診をはじめとする各種健診時や、
「乳幼児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）
」時などに、チラシ配布や説明を行っており、それらの紹介
が、利用のきっかけとなっているケースが多い。また、ホームスタート事業以外の支援
が必要なケースは保健センターにつなぐなど、事業間、機関間の連携がきめ細やかに図
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られている。
※1 ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク：埼玉ホームスタート推進協議会設立の中心の一つとなっ
た、和光市の団体。平成 23 年、24 年度は、埼玉県共助社会づくり支援事業（市町村・NPO 等協働
モデル推進事業）の補助を受けて活動していた。和光市は、平成 25 年４月から本法人に運営を委
託し、市の事業として和光市ホームスタート事業を開始した。活動総件数は 127 件（平成 25 年 4
月～12 月）
。
※2 特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン：ホームスタートは、未就学児のいる家庭に、研
修を受けたボランティアが訪問する、イギリス発祥の家庭訪問型子育て支援の取組。導入国では、
有効な虐待一次・二次予防対策のひとつとして受け入れられている。日本では 2006 年からホーム
スタート・ジャパンが活動を開始。2010 年度の訪問回数は、全国で 457 回となっている。
週１回、２時間程度、無償で訪問し、
「傾聴」や「協働」等の活動により、親が心の安定を取り
戻したり、地域や他の人とつながったりするきっかけをつくる支援を行う。
（特定非営利活動法人
ホームスタート・ジャパンの資料をもとに、調査機関が作成。
）

（３）課題
①待機児童の増加
和光市では、子育て世代の人口割合が高く、共働き世帯も多い。平成 24 年、25 年に認
可保育所を開園するなどの対応を重ねているが、未だ待機児童の解消には至っていない。
そのため、待機児童解消に向けた基盤整備が喫緊の課題となっている。
②子育て世帯の子育ての不安や孤立感の増大
和光市は転出転入世帯が多く、地域につながりのないまま出産を迎える人が多いため、
妊娠中に市内の子育て資源とつながりにくいことが推測される。今後、妊娠・出産・子
育ての切れ目のない支援（シームレスケア）の実現に向けた関係機関との連携や、妊婦
の生活スタイルに合わせた情報発信を行うことも、早急に取組む必要のある事項である。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
新規条例を制定し、和光市子ども・子育て支援会議を設置した。子ども子育て支援事業
計画は、教育・保育両方の需給量の把握と推計、地域独自の子ども子育て支援に関する取
組強化を目的としているため、新法に基づき、新規条例を制定し、和光市子ども・子育て
支援会議を設置した。
（２）会議を効果的に進める工夫
●ニーズ調査の早期実施
平成 25 年７月にニーズ調査をいち早く実施し、第２回会議（平成 25 年 10 月開催）の
段階で、市の現状とニーズ調査結果をもとに課題や論点、全体像との関係や位置づけも
整理した資料を作成し、以降、それらを踏まえた具体的な計画案の内容が議論されてい
る。
●図表を用いて、視覚的に理解しやすい資料を作成
委員の理解を深め、審議時間を多く確保するという会議運営方針に基づいて、審議資
料の多くを図式化し、視覚的にわかりやすい資料づくりに取組んでいる。子ども・子育
て支援に関する現行制度と新制度の比較、国と市における計画策定スケジュールや作業
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内容の関係、今後市が目指す子ども・子育て支援施策のイメージ図など、会議ごとに検
討する論点の位置づけを明確にした資料作成を行っている。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
●子育て世帯のニーズを把握できること
会議委員 17 人のうち、４人の保護者枠を設け、幼稚園・保育園・家庭保育室を通じて
委員を募集するとともに、保育クラブについては和光市学童保育連絡協議会に選出を依
頼した。また、保護者枠以外にも公募枠を２人設けている。転入して年数が浅い保護者
委員の意見が出たり、子育て支援拠点のスタッフでもある公募委員が、乳幼児を連れて
施設に来る保護者らの声を紹介するなど、ニーズ調査だけでは把握しきれない視点や課
題が提示され、有効な議論が進められている。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）独自の項目の設定（市の目指していること）
ニーズ調査作成にあたって重視したのは、「圏域（地域）」と「求められているサービ
ス内容・量」の実態と課題の把握である。そのため、「居住地区」、「地域の子育て支援拠
点事業の利用場所、交通手段、所要時間（利用していない場合にはその理由）」などを、
独自項目として設定した。また、ニーズ調査の実施概要は、以下のとおりである。
ニーズ調査の実施概要
調査名

対象者

調査方法

調査時期

就学前児童
保護者調査

和光市在住の 0～5
歳児の保護者
2,000 人

妊婦調査

和 光市 在住 の妊娠
中の女性 300 人

幼稚園児
保護者調査

和 光市 在住 で幼稚
園 に通 う子 どもの
保護者 1,523 人

質問紙調査、
施設を通じて
配布・回収

平成 25 年
7～8 月

保育クラブ利用
保護者調査

和 光市 の保 育クラ
ブ に通 う児 童の保
護者 749 人

質問紙調査、
施設を通じて
配布・回収

平成 25 年
8月

質問紙調査、
郵送法
（未回答者に
督促状送付）

平成 25 年
7～8 月
平成 25 年
7～8 月

有効回収数
（有効回収率）
1,262 件
（63.1％）
195 件
（65.0％）
1,091 件
（71.6％）
380 件
（50.7％）

和光市子ども・子育て支援会議第 4 回会議資料より抜粋
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５．事業計画策定に向けての体制
（１）庁内体制
●「子ども・子育て支援新制度庁内調整会議」及び「社会保障制度改革推進プロジェク
トチーム」の設置
市では、子ども・子育て支援新制度における施策を円滑に実施する事務執行体制を整
備するため、
「和光市子ども・子育て支援新制度庁内調整会議」を設置し、庁内調整会議
の作業部門として「和光市子ども・子育て支援新制度調査検討ワーキングチーム会議」
を設置している。
また、平成 25 年 10 月、保健福祉部内に、社会保障関連分野に関する施策や事業を横
断的に調整し、他職種・他制度による課題解決をめざすため「社会保障制度改革推進プ
ロジェクトチーム」を設置した。保健福祉部の各担当課（こども福祉課、社会福祉課、長
寿あんしん課、健康支援課）から職員が配属されている。

「社会保障制度改革推進プロジェクトチーム」が、庁内会議と「和光市子ども・子育
て支援会議」の全体調整を行うことで、分野、担当部署を横断した協議内容の検討、情
報共有が可能となっている。
「和光市子ども・子育て支援新制度庁内調整会議」
和光市子ども・子育て支
援新制度庁内調整会議の

・計画の策定に関する事項
・事務執行体制の整備に関する事項

所掌事務
和光市子ども・子育て支
援新制度調査検討ワーキ
ングチーム会議の所掌事
務

構成する部局名と主な構
成メンバー

法務チーム
・例規・基準等の作成及び組織の整備に関すること
財政チーム
・財政シミュレーションに関すること
IT チーム
・情報システムの構築に関すること
計画チーム
・ニーズ調査等の実施及びその分析・検証等に関すること
保健福祉部（社会保障制度改革推進プロジェクトチーム・こども
福祉課・社会福祉課・長寿あんしん課・健康支援課）
企画部（政策課・財政課）
総務部（職員課・情報推進課）
教育委員会（教育総務課・学校教育課・生涯学習課）
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⑤ 千葉県市川市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化など）
市川市は、千葉県の北西部、江戸川を隔てて東京都と隣接している。都心から 20km 圏
内に位置し、文教･住宅都市として発展してきた。都心部と県内各地域を結ぶ広域交通網
の集中する位置にあり、東西方向は JR 総武線、京葉線などの鉄道や京葉道路、国道 14
号などの道路がある。
地形は、北部の台地は概ね標高約 20 メートルで、それ以外は２メートル程度の平坦地
がほとんどである。北部には梨栽培などの農業が盛んで屋敷林などの緑も多く、また学
園も多い文教・住宅都市で、南部は東京湾に臨み京葉工業地帯の一翼を担っているとと
もに、新しい都会的な住宅都市が形成されている。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
市川市では、全国の都市部と同様、核家族化や地域のつながりが希薄化し、個人の価
値観や生活スタイルが多様化するなど、次代を担う子どもたちが健やかに育つまちづく
り、子どもを産み・育てやすいまちづくりの重要性を認識している。
これまで市川市では、市内 15 箇所の子育て支援拠点やこども館などを拡充するととも
に、産後家庭ホームヘルプサービスの実施や子育て応援サイトの立ち上げなどを行って
きた。また保育所の整備等により、定員増を図ってきたが、待機児童数は増加している
状況である。在宅と施設の両輪で子育てニーズに対応したサービス提供を検討しており、
平成 25 年 4 月から一部の地域で利用者支援事業をモデル的に実施している。
自治体名

市川市こども部子育て支援課

子ども・子育て会議の名称

市川市子ども・子育て会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員 15 人、公募委員２人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

４回

人口（平成 25 年 4 月 30 日現在）

469,041 人

待機児童数

平成 25 年 4 月（336）人、平成 25 年 10 月（448）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（21）園、公設民営（７）園、私立（33）

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

園
幼稚園：公立（８）園、私立（32）園
認定こども園：公立（０）園、私立（３）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
平成 27 年度からの新制度施行までの間には、待機児童の問題については認可保育所で
対応していくこととなる。新制度の中では、地域型保育事業や預かり保育の制度拡充な
ど、庁内で検討し始めた部分もある。子育て世帯に対しては、在宅と施設の両輪で対応
していきたいと考えている。在宅子育て世帯への支援としては、地域子育て支援センタ
ーや親子つどいのひろばなどの拠点や、一時預り事業に力を入れていきたい。
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●利用者支援事業
今後は利用者支援事業に注力したいと考えており、平成 25 年 4 月から一部の地域でモ
デル的に実施しているところである。これまでの保育園申請は、保育園入園を希望して
いるということを大前提として担当課が受け付け事務処理をしていたが、このモデル事
業の窓口には幼・保そして在宅支援のことまで把握している職員を当て、決め細やかな
対応をしたところ、申請者自身もが気付かない背景を把握することができ、保育園では
なくても幼稚園入園で満足できる例もあるということが分かってきた。
職員は窓口にいるだけでなく、積極的に外に出向いて地域や施設の情報収集に努め、
幅広く決め細やかな情報を提供することで、保育園のイメージしか持ち合わせない保護
者の選択肢を広げることに繋がっている。
実際に、12 月末までに保育園と幼稚園の選択に迷っている方の対応のうち 86 件（104
人）の方が保育園ではなく幼稚園を選択した。
まずは行政主導で実施し、その過程で将来的には民間に委託できるものを見極めてい
きたい。情報収集は、公が行うことで集められる情報が多い。それを民間が担うのは難
しいかもしれない。公と民のすみ分けを考えたり、あるいは民間が情報収集できるよう
になれば、NPO などの民間組織でも可能になる。
●在宅子育て世帯への支援
在宅子育て世帯への支援では、リフレッシュ型の一時預かりを拡充したい。現在の保
護者（お母さん）のニーズとしては、生活費として多少お金は欲しいが、フルタイムで
はなく、短時間で就労したいという保護者が多い。また少しの時間だけ子どもをどこか
に預けたいという保護者もいる。
（２）独自に取組んでいる事業
●すこやか応援隊
平成 15 年度からから子育て支援課の中に「すこやか応援隊」というチームを置いてい
る。現在は、保育士４人、栄養士１人から構成される。
すこやか応援隊は、在宅の子育て支援の中心的なサポート役を担っており、基本的に
は電話や訪問相談を受けている。また積極的に地域に出向いて子育て支援を行っており、
地域の育児サークルの立ち上げや継続、自治会やボランティアの子育て支援のイベント
のサポート、なかなか外出できない保護者のための家庭訪問・育児相談や離乳食講座、
主任児童委員との連携、子育て支援拠点（地域子育て支援センターや親子つどいの広場、
こども館）の相談窓口同士の連携サポートといった支援を行っている。
また、子育て支援ボランティアの育成・活動支援を行っているほか、あそび場情報や
子育てのポイントを盛りこんだ「すこやかひろば」を定期的に開催し、在宅子育て世帯
の安心感につながっている。
●マイ保育園登録者制度
市川市マイ保育園登録事業とは、身近な公立保育園を「マイ保育園」として登録し活
用できるもので、現在の登録者数は 370 人である。登録により、プレママ（妊婦）の時
はマイ保育園で、子どもとの遊びや接し方、おむつ交換の仕方等を体験したり、また産
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後にはマイ保育園で実施するイベントや地域交流へ参加したり、子育てで心配なことは
専門職（保育士・看護師・栄養士）より継続的にサポートを受けることができる事業で
ある。
（３）課題
現在の市川市の人口は 46.9 万人、就学前児童は 24,418 人（４月 30 日時点）である。
そのうち、幼稚園及び幼稚園類似施設に通う児童が 27.1％、公立・私立保育園及び認可
外の保育施設に通う児童が 28.6％、その他在宅等が 44.3％となっている。
現在、市内には認定こども園は０園である。これまで認定こども園に申請したいとい
う私立がなかった。新制度の形が見えてきた中で、認定こども園への移行に興味を示し
た施設はある。平成 24 年度（５月）には、内閣府、文部科学省、厚生労働省の職員を招
いて、幼稚園や保育所、子育て支援の NPO といった関係団体を集めて、事業者や関係者
向けに新制度全般の説明会を開催した。子ども・子育て会議の委員として、関係団体の
方が入っている。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
市川市では「子ども・子育て会議条例」を平成 25 年７月に施行した。平成 24 年度ま
では、保育所や次世代計画などの児童福祉関連は社会福祉審議会（児童福祉専門分科会）
が検討し、公立幼稚園関連は幼児教育振興審議会が検討していた。新制度の中では、幼
児教育・保育・子育て支援を一体的に審議していかなければならないので、子ども・子
育て会議を設置することとなった。
次世代育成行動計画は、児童福祉専門分科会が中心となって検討していたが、分科会
で議論したことを審議会でも検討するという二重の審議を行っていた。審議会は福祉全
般を扱っているため、専門的かつスピード感を持って審議するには、審議会と分科会と
いう関係は難しいと考えた。
また、市川市には「市民版子ども・子育て会議」もあり、その関係者が市の子ども・
子育て会議の委員にもなっており、
「意見書」という形で市の会議の議論に反映している。
市職員が市民版会議に出席することもある。
（２）会議を効果的に進める工夫
●意見書の提出
これまで４回の子ども・子育て会議を運営してきて、委員と事務局の個々のやり取り
が多いこと、会議全体の議論になっていないことが反省点である。今後は委員同士が意
見交換をして、それを事務局の方で取り込むような形にしていきたい。
子ども・子育て会議では「意見書」という形で委員から意見が提出されている。最初
は、市民版子ども・子育て会議の関係者である委員、あるいは保育所代表からの意見で
あった。その後、公募委員（保護者）からも地元の保護者との意見交換を踏まえて、意
見書が提出された。このような意見書の提出は、庁内での審議会等では一般的に行われ
る手法ではないが、子ども・子育て会議では委員の方から自発的に起こってきたもので
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ある。子育て全般に関する意見書は扱いが難しいが、議題に沿ったものであれば、会議
の中の議論に活かしていきたい。
なお、意見書によって、それぞれの立場や環境、主張を委員同士が理解できるので、
委員の発言も一人よがりにならない、各委員の立場を踏まえた発言になるという効果も
ある。
そのほか、第１回目から第２回目の会議の時期に、スケジュールがタイトで、一回の
会議で審議が終わることもあった。それらの議題については、その場で資料内容を確認
して審議するのは難しい。そこで、事前に資料を配布して事務局側で説明した上で、一
度委員には持ち帰ってもらい、次回の会議で審議するようにした。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
保育や幼児教育、子育て支援等の関係者から委員として集まっているので、子ども・
子育て会議では各方面からの意見は把握できる。
公募委員は２人であるが、実際は９人の応募があった。面接と小論文（「安心して子育
てができる環境づくりについて」）で審査した。選ばれた公募委員２人は保護者である。
委員の中には商工会議所の関係者も入っている。企業側へのアプローチという点では、
市川市では「いちかわ子育て応援企業」という認証制度を設けており、現在 43 社が認証
されている。一般事業所行動計画を立てていて、さらに事業所内で独自の子育て支援事
業をしていることが条件となる。事業所内保育施設のアプローチについては、今検討中
である。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
１回目の会議で新制度等の説明を行ったが、それだけでは理解ができないとの意見も
あり、８月に会議とは別に任意参加の勉強会を開催した。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）独自の項目の設定（市の目指していること）
市川市では勤労世帯が多く東京方面や他自治体で働く保護者も多いので、ニーズ調査
では居住先と保育先の違いを質問項目に入れることで、地区ごとのニーズ量が把握でき
ると考えている。小学生用調査票には 1 ページを割いて、子ども本人からご意見を書い
てもらう回答欄も設けている。
前回の次世代計画策定時の調査の反省と委員からの意見もあり、教育・保育の利用希
望の設問で、国のひな形では複数回答の形式であったが、一番利用したい事業、その事
業に空きがない場合に利用したい事業といった形で優先順位をつける形に変えて調査し
たので、保育と教育のどちらを第一希望にしているの分かるようにした。
（２）独自の調査の設定
当初ニーズ調査の対象は、就学前児童と小学生を想定していたが、子ども・子育て会
議の検討の中で、子どものいない市民にもニーズを聞くべきという意見があり、それに
対応するために「e-モニター」を対象とした調査を行った。e-モニターには市民であれ
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ば誰でも登録できる。その中で子どものいない方と子どものいる方との相違点等を明ら
かにすることができると考えている。２月に次回の子ども・子育て会議があるので、eモニター調査の結果を報告する予定である。10 代～40 代の 3,862 人に配信して、回収率
は 17.5％程度であった。
５．事業計画策定に向けての体制
（１）庁内体制
庁内連携については、正式な会議体としては設置していないが、各種基準や計画策定
の検討にあたっては関係部署からメンバーを募り流動的に検討する場を設けている。現
在の子ども・子育て会議自体、事務局として教育委員会などの関係する部局の出席もあ
る。
（２）地域住民の参画
市民に周知する場合など、きちんと方向性や形ができていないといけないので、現段
階ではまだ時間的な制約もあって実施していない。計画に対するパブリックコメントの
募集は予定している。
供給側のニーズ把握という点では、新制度の中では地域型保育事業と認定こども園が
関わってくる。地域型保育事業については、認可基準を決めなければ事業者へ説明でき
ないので、条例を制定した時点で説明をしていくことを予定している。推計値は、あく
までも供給側のことは考慮せずに必要な量を算出していくスタンスとなる。
６．事業計画策定後の評価の仕組み
（１）評価体制
計画策定の中で、専門的・特別な事項を検討する場合も想定しており、その場合には
臨時委員として関係者に加わってもらうことも検討している。
（２）評価方法（特に質の評価を行う自治体独自の方法）
現在、子ども・子育て会議の中で行っている次世代行動計画の評価・点検の中でも、
取組み実施のアウトプット指標と効果のアウトカム指標の２つ軸で評価している。委員
の意見として、目標値の設定自体に疑問を持つ方もいたので、目標設定の方法について
も国の方針以外の部分で検討していく必要がある。
また、ニーズ調査の中で、各施策に対する満足度を聞いており、それが評価軸の一つ
になると考えている。
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⑥ 東京都墨田区
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
墨田区は、東京都の北東部に位置し、その周囲の多くを水辺に囲まれた江戸からの伝統
が息づく歴史あるまちである。関東大震災、第二次世界大戦の戦火と度重なる災害からの
再興に努め、今日に至っている。人口は、昭和 35 年（1960 年）をピークにその後減少傾
向が続いていたが、人口の都心回帰、半蔵門線の全面開通などにより、平成 22 年（2010 年）
国勢調査による人口は 247,606 人で、平成 17 年（2005 年）と比べると 7.1％の増加とな
っている。産業面では“ものづくりのまち”の特徴を有し、近年は減少傾向あるものの、
小規模製造業の集積を活かした、多彩なネットワークとスピード、技術対応力による都市
型のものづくりが展開されている。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
墨田区では、近年の南部地域を中心とした再開発による子育て世代の流入に伴い、18 歳
未満の子ども人口は微増が続くことが予測される。現在は乳児を中心とした待機児童の解
消が大きな課題となっている。一方で核家族化や地域のつながりの希薄化も進んでいるこ
とから、
「墨田区次世代育成支援後期行動計画」では、「子どもと親と地域が共に育ち、世
代を結ぶまち すみだ」を基本理念として掲げている。
担当部署名

墨田区子育て支援担当 子育て計画課

子ども・子育て会議の名称

墨田区子ども・子育て会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員数 28 人 うち公募委員５人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

３回

人口（平成 26 年 1 月 1 日現在）

254,627 人

待機児童数

平成 25 年 4 月（181）人、平成 25 年 10 月分については非
公開

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（27）園、私立（17）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

認証保育園（14）園、家庭的保育者（28）人
幼稚園：公立（７）園、私立（８）園
認定こども園：公立（０）園、私立（０）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
●施設の新たな整備
区の保育園の整備状況は、平成 25 年 4 月 1 日時点で、保育施設（認可・認証）57 園、
家庭的保育者 27 人、グループ型小規模保育室 1 室、定期利用保育室 1 室、保育定員数 4,845
人(０～２歳 2,085 人、３～５歳 2,760 人)である。待機児童数は、平成 21 年をピーク
に減少傾向にあったが、近年増加に転じ、同年同日の待機者数は 181 人(うち区南部が約
2/3)となっている。平成 24 年度は、認可保育園(定員 60 人)、グループ型小規模保育室(定
員 11 人)を新設した。
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平成 25 年 9 月策定の墨田区待機児童解消計画では、平成 25 年度の定員拡大数 316 人、
平成 26 年度 274 人の定員拡大を目標に整備を進めている。
●小規模な保育事業の推進
待機児童解消に向けた取組の一つとして継続して実施する予定である。
平成 24 年度は、
家庭的保育者 1 名、上記グループ型小規模保育室(定員 11 人)を新設した。墨田区待機児
童解消計画では、平成 25 年度に施設型小規模保育所２所（定員 38 人）・グループ型小規
模保育室１室（定員 15 人）
、26 年度にグループ型小規模保育室１園の整備(定員 15 人)を
予定している。
●利用者支援事業
個別ニーズや状況に最もあった保育サービスの提供を目指して、平成 25 年度から、
「保
育コンシェルジュ事業」を開始した。
（２）独自に取組んでいる事業
●保育コンシェルジュ
保育コンシェルジュは、保育を希望する保護者の相談に応じ、個別のニーズや状況に
最もあった保育サービスの提供を行うことを目的とした保育専門相談(区単独事業)であ
る。平成 25 年７月より、毎週月曜日の午前９時 30 分～午後４時まで、区役所 1 階の相
談コーナーで区の保育士 0B が相談にあたっている。
平成 25 年 12 月末までの実績をみると、相談延べ人数は 180 人。相談の内訳は、保育
園入所に関するもの（144 件）
、一時預かりに関すること（32 件）
、その他（24 件）であ
る(その他の内容としては、認可保育園と認証保育園の違い等、制度の基礎的な情報提供
に関することが多い)。区のホームページでの周知とともに、口コミ等により利用者数は
増加傾向にある。
（３）課題
①待機児童の増加
墨田区では、東京スカイツリーの開業、半蔵門線の全面開通等の影響もあり、近年、
若年世代の流入が進んでいる。平成 24 年の合計特殊出生率は 1.18 で、東京 23 区では、
江戸川区、足立区、葛飾区、港区、江東区、荒川区に次いで高い。こうしたなか、平成
25 年 4 月 1 日の待機児童数は 181 人と、前年同時期に比べ 76 人増加している。
②幼稚園・保育園の数の不足への対応
前項①で記載したとおり、区では平成 27 年４月１日時点での待機児「ゼロ」に向けて、
保育サービス供給量の拡大、多様な保育サービスの供給、地域的な保育需給の調整に取
り組んでいる。平成 25 年９月策定の墨田区待機児童解消計画では、平成 25 年度、26 年
度の 2 ｹ年で、590 人の保育定員拡大を計画し、実施に移しているところである。
③子育て世帯の子育ての不安や孤立感の増大
核家族化や地域のつながりの希薄化等により、子育ての不安や子育て世帯の孤立感が
増大しており、親同士の交流促進や互いに支え合う仕組みをつくることでこうした悩み
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を解消していくことが課題となっている。特に、近年マンションが増加し人口増が見ら
れる南部でより顕著な課題となっている。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
墨田区子ども・子育て会議(以下「会議」という)は、
「墨田区子ども・子育て会議条例」
に位置づけられた区長の付属機関であり、区長の諮問に応じ、調査審議し、区長に意見
を述べるものである。(墨田区子ども・子育て会議条例 第１条、第３条)
他方、区では、
「墨田区次世代育成支援行動計画推進協議会」も継続して実施しており、
２つの会議を表裏一体の関係と位置づけ、同一委員で構成し、会議も原則として同時開
催とするなど、一体的な運営を行っている。
（２）会議を効果的に進める工夫
区では、委員間の認識の共有促進と議論の深化、効率化を目的として、以下の検討体
制をとっている。
●企画会の設置
会議が円滑かつ効果的に機能するよう、会議の議題や進行方法等について調整する目
的で、会議の約１週間前に開催。会長、副会長、各ワーキンググループの長等が参加す
る。
●臨時会の設置
区が目指す理想の子育て環境等に関する方向性について、委員の認識、考えや意思の
統一を丁寧に図っていくためのプロセスとして位置づけ。必要に応じて開催し、意見交
換やワークショップを行う。平成 25 年 12 月までに既に 2 回開催した。第 1 回は、次世代
育成支援行動計画策定に携わった委員が同計画の成果等に関する説明を行い、現委員同士
における認識の共有化を図ったほか、「墨田区の子育て・子育ちに関する良い点・悪い点」を
テーマに４班に分かれてグループワークを行った。第 2 回は、発達に心配がある児童等の保護
者及び高校生に対するインタビュー調査の際に用いた事前アンケート調査票について検討を
行った。
●ワーキンググループ、小委員会の設置
個別的・専門的な事項について効率的に審議を行うため、下部組織として、「乳幼児
ワーキンググループ」
「学齢ワーキンググループ」の２つのワーキングを設置し、さら
に、
「乳幼児ワーキンググループ」には３つの小委員会を、「学齢ワーキンググループ」
には２つの小委員会を設けている。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
区として委員選定にあたり重視したことは、新制度及び区の子育て施策等について多
角的・多面的に検討するために、教育や保育をはじめとする各分野に精通した委員を選
定したことである。一方、区では「墨田区次世代育成支援行動計画推進協議会」も継続
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実施していることから、委員構成の規模・大枠は同協議会を参考としつつ、公募による
委員を２人追加し５人として新規に募集した。公募委員については、子育て世代である
こと、区内在住・在勤であること、原則すべての会議に参加できることを要件とした。
10 人の応募(うち男性 1 人)のなかから、作文と面接により女性委員５人に絞られた。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
区当初の目的の一つである新制度及び区の子育て施策等について多角的・多面的に検
討していくための専門性という観点から、次世代協議会の委員構成に比べ、認証保育所
代表、病児保育に取り組む NPO 代表、小規模保育・事業所内保育関係者代表、平成 26 年
度新設予定の認定こども園代表など、多様な保育・教育関係者を含めている。
また、５人の公募委員は保護者(当事者)の視点からいずれも率先して会議での議論を
牽引すると同時に、例えば、フェイスブックやツイッターを活用したニーズ調査の子育
て世代への広報・周知、子ども・子育て支援新制度に関するシンポジウムへの企画委員
としての参画等、様々な場面で積極的な関わりを見せている。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）利用意向把握調査における独自の項目の設定
区では、国で示されたニーズ調査項目案(必須・任意項目)並びに前回次世代育成支援
行動計画策定のためのニーズ調査を参考に、調査項目・対象を選定した。
就学前の子どもの保護者、小学生の保護者を対象としたニーズ調査では、属性として世
帯の年収を追加、教育・保育施設等の満足度、仕事と子育ての両立支援に関する条件・ニ
ーズ等を独自項目として追加、分析の予定である。また、小学生の保護者調査のなかで、
４～６年生に対しては、本人向け項目を設けている。
（２）対象者枠の拡大
就学前保護者、小学生保護者を対象としたアンケート調査に加え、アンケート調査では
把握しにくい、発達に心配がある児童等のニーズをより詳細に把握する目的で、区内児童発達
支援センター・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業所に通園する３歳～小学３年生
までの保護者９人を対象に、グループインタビューを実施した。質問項目は、保育・教育の現状
と要望、放課後や夏休み等長期休暇時の過ごし方と希望、地域への要望、計画への要望等で
ある。
（３）利用意向把握調査以外の調査の実施
より幅の広い世代の意見・要望を把握するために、区内各中学校を通じて中学２年生（各
校１クラス）
、無作為抽出による中学校卒業以上～19 歳の世代に対してアンケート調査を
実施し、学校生活、学校以外の生活、関心や悩み、将来のことなどについて実態と希望を
把握した。特に、高校生については、アンケート調査の掘り下げや生の声を聞くため、事
前アンケートを行ったうえでグループインタビューを実施し、生活自立、結婚観、家庭観、
職業観、大人社会に対する思いや希望について把握した。
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利用意向把握調査以外の調査の概要
対象

配布数

中学生
中学校卒業以上～19 歳まで
高校生

393 票
300 票
16 人

実施方法
学校を通じて配布・回収(2 年生)
層化無作為抽出・郵送法
事前アンケート調査＋グループインタビュー調査

５．事業計画策定に向けての体制
（１）委員主体の検討体制
会議内の検討体制としては、前項２(２)記載のように、企画会、臨時会、２つのワーキ
ンググループ及び５つの小委員会構成としている。
（２）庁内体制
庁内体制として関連各課の庁内連絡会を設置し、平成 25 年 12 月までに 1 回開催した。
今後事業計画策定までに４回程度の開催を予定している。構成は、課長級としては、企画･
行政改革担当、政策担当、総務課、子育て計画課、児童･保育課、子育て支援総合センター、
庶務課、学務課、指導室、すみだ教育研究所。部長級としては、子育て支援担当である。
６．新制度や事業計画についての広報
区では、今後の事業計画策定に向けては、住民の新制度への理解と積極的な関与を求め
ていくことが重要と認識し、会議に関する情報開示、地域住民を対象としたシンポジウム
等を行っている。特に新制度に関する理解については、分かりやすい周知のあり方を含め、
今後の対応課題となっている。
子ども・子育て会議に関しては、会議の主旨・目的等、開催情報(傍聴受付)、会議資料、
会議録を毎回公表している。傍聴は特に人数制限を設けずに積極的に受け入れている(毎回
４～７人程度で推移)。
上記広報の一環として、平成 26 年３月２日には、
「聞いて！話して！子ども・子育て支
援新制度」と題したシンポジウムを開催した。内容としては、墨田区子ども・子育て会議
会長である大豆生田啓友氏（玉川大学教育学部准教授）による「いまどきの子育てに必要
なこと」をテーマとした基調講演のほか、内閣府職員による子ども・子育て支援新制度の
概要説明、区担当部長による墨田区子ども・子育て会議の概要説明を午前と午後にそれぞ
れ同一プログラムで行った。また、それぞれシンポジウムの後半には、新制度や子ども・
子育て会議に関する理解を一層深められるよう、聴講者とパネリストによる質疑応答の時
間を設けた。さらに、会場内の他の部屋においては、保育士と子育て当事者による座談会
や、子育てにおける効果的なしつけについて学ぶ「ポジティブディシプリンセミナー」を
開催するなど、子育て世代にとって有益となる催しを多数盛り込んだ。
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⑦ 東京都狛江市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
狛江市は、東京都下の多摩丘陵の東南端多摩川沿岸に位置しており、東は世田谷区、
西及び北は調布市、南は多摩川をはさんで神奈川県川崎市に接している。新宿から電車
で約 20 分の位置にあり、面積は 6.39 ㎢と全国で２番目に小さな市である。市域には、
多摩川や野川が流れ、緑も多く、水と緑に囲まれたまちとして、東京のベッドタウンと
なっている。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
狛江市は、
「ともにつくる、子どもが健やかに育ち、安心して子育てのできるまち」を
目指し、狛江市の子育て支援の充実に取組んでいる。狛江市内の子ども・子育てに関す
る様々な社会資源を、子ども家庭支援センター・子育て支援課が中心となって有機的に
繋げており、わかりやすい一元的な情報発信機能の充実、子育て支援の連携機会づくり
等に取組んでいる。
担当部署名

子育て支援課企画支援係

子ども・子育て会議の名称

狛江市子ども・子育て会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員 15 人、うち公募委員３人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

６回

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在）

77,835 人

待機児童数

平成 25 年４月（47）人、平成 25 年 10 月（85）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（６）園、私立（５）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（０）園、私立（４）園
認定こども園：公立（０）園、私立（０）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
●認可保育所の開設
狛江市では、待機児を解消し子育て支援施設を充実させていくために、新たな保育園
を整備していく方針である。
認可保育所については、平成 25 年４月１日に２園が開所し、
現在 11 園となっている。しかし、申請者数は増加傾向にあり、待機児童解消に向けて平
成 27 年４月までに２園を開設する計画がある。
●家庭的保育事業など小規模な保育事業
『みんなで子育て・こまえプラン（後期）』（狛江市次世代育成支援行動計画）におい
て地域ぐるみの子育て・子育ち支援体制を強化していくことを重点課題と掲げており、
家庭的雰囲気の中で親しみ深い愛情で子どもに接する家庭福祉員（保育ママ）への期待
が高い。現在３人が認定されているが、平成 26 年４月に１人増員する。
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（２）独自に取組んでいる事業
●子育てサイト事業
狛江市では、子育て世帯を対象に、子育てに関するポータルサイトを平成 23 年から段
階的に開設し、子育て関連情報の発信を行っている。当サイトには「こまえ子育てねっ
と」
「こまえスマイルぴーれ」
、
「こまえパクパクぴーれ」、
「ここマップ」
、
「育ちの森」、
「狛
江市子育て応援事業」があり、それぞれが子育てに役立つ情報を発信している。
「こまえ子育てねっと」は、子育てに関する最新の行政情報、地域密着のイベント情
報、マップと連動した子育て施設情報、インターネットによる相談窓口など便利な情報
を提供している。
「こまえスマイルぴーれ」は、狛江の子育てを応援しようという市民ボランティアが、
子育てに関する市内・市外の施設の情報やイベントを取材し、子育て中の親の視点から
情報を発信している。また、市民ボランティアの中には、子ども・子育て会議の委員も
いて、このサイトを活用して会議の内容をわかりやすく伝えている。
「こまえパクパクぴーれ」は、食育情報を交換できるサイトで、子どもの成長段階に
あわせてレシピを検索でき、我が家のレシピや離乳食に関してわからないことをお互い
に解決するためのＱ＆Ａの投稿もできる。
「ここマップ」は、親子で出かける、狛江市内や近郊のおすすめスポットやイベント
をＰＣ、スマートフォン、携帯から探せる地図情報を提供している。
「育ちの森」では、子育て中の親から寄せられる「よくある質問」と「回答」を参考
に、市内の相談窓口にたどり着けるよう、ジャンルや年齢別の Q＆A 形式で、市内の相談
窓口を紹介している。すでに紙媒体であったパンフレットのコンセプトを崩さないよう
サイトを開設している。
「狛江市子育て応援事業」は、子育てを地域みんなで応援しようと立ち上げたサイト
で、
「こまえ子育て応援カード」を提示すると割引などの特典を受けられる市内の協賛店
を紹介している。
●みんなで子育て事業
平成 22 年から、乳幼児をもつ保護者向けに、子育てに関する学びの機会を提供してい
る。子育て中の親が関心のあるテーマを選び、年に数回子育て講座を開催している。ま
た、子育て応援プログラムとして、ＮＰ：ノーバディーズ・パーフェクト、ＣＳＰ：コ
モン・センス・ペアレンティング、ＢＰ：親子の絆づくりプログラム等を実施し、親の
子育て力向上や、虐待予防につなげている。プログラムはすべて無料で実施している。
（３）課題
①幼稚園・保育所等の数の不足
平成 25 年４月１日に認可保育所が２園開所したが、待機児童が解消しきれていない状
況である。平成 27 年４月までに２園を開設する計画がある。
②公立施設の民営化や統廃合
財政コストの面からも、公立保育園の民営化は必須であり、平成 25 年６月に２園を民
営化移行することを決定し、在園児保護者との話合いを進めている。
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③保育士など保育の専門分野の人材不足
慢性的な保育士不足であり、募集をかけてもほとんど応募が来ない状況である。人材
派遣会社も利用しているが、コストが高いのが難点である。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
今まで、子ども・子育てを一元的に所掌する会議体がなかったため、今年度子ども・
子育て支援法の一部施行に伴い、条例を新たに制定し、法に基づく所掌事務のほか、子
ども・子育て支援を総合的に推進する会議体として「狛江市子ども・子育て会議」を設
置した。
（２）会議を効果的に進める工夫
●委員同士で専門分野のレクチャーを毎回実施
第２回の会議から、各委員の専門分野について、レクチャーをしてもらっている。時
間は 15 分程度で、レクチャーにより委員の前提知識の向上を図り、会議に役立てること
が目的で、会議での意見も活発になっている。
●会議日程の決定と時間厳守
委員の予定が立てやすいように、先行してスケジュールを決めている。子育て中の委
員や民間企業の委員等様々な方に委員になってもらっているため、時間帯を 18:00～
20:00 としている。また、議論が活発になるが、できるかぎり 2 時間を超えないように進
めている。会議以外でも委員とメールによるやり取りを行うこともある。
●傍聴席は人数制限もなく当日受付で自由に参加
会議における傍聴は、ホームページ・市報等で周知しているが、申し込みは当日受付
が可能である。人数制限は設けていない。資料は傍聴者にも配布される（会議終了後回
収）
。傍聴者は第 1 回目は２人であったが、第２回目以降は 11 人、７人、５人、５人と
なっている。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
市内の現状把握やニーズ把握を重視して選定した。また、ワーク・ライフ・バランス
の観点が重要と考え、ワーク・ライフ・バランスに精通している方を選定した。あわせて、
女性委員を積極的に登用するという観点からも委員を選定した。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
委員構成の特徴として、市民４人を公募した。市内の現状把握やニーズ把握のため、
市内在住者に限り、募集した結果３人の応募があった。公募委員の３人は、子どもの保
護者２人、市内在住者１人である。また、ワーク・ライフ・バランス精通者として、ワ
ーク・ライフバランス・ダイバーシティの導入支援を行っている民間企業の方にも委員
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となってもらった。委員からの主体的な動きとしては、会長からの提案で、委員同士の
レクチャーを行っている。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）利用意向把握調査における独自の項目の設定
市独自の項目としては、
「児童虐待及びその通告先の認知度」を図る項目、「行政サー
ビスへの要望」を聞く項目、その他子育て全般の項目として、子育てに関しての不安や
悩みを始め、相談先を知っているかなど幅広く調査を行った。また、今後の人口減少を、
まちの魅力という視点から捉えて、
「狛江市への転入理由」も聞くこととした。
利用意向把握調査（ニーズ調査）の実施にあたり、市民が関心と興味を持って回答で
きるよう、送信用の封筒をカラー印刷にして、こまえ子育てねっとの「えだまめ王子」
をはじめとしたキャラクターを入れた。また調査票も、単色刷りだが、色付きにしてこ
まえ子育てねっとのキャラクターを入れた。
（２）意向把握調査以外の調査の実施
●子育て関係者インタビュー
子育てに関わる様々な人から市の子育てに関する現状や子育て支援の利用希望等につ
いて話を聞き、会議に役立てていきたいという委員からの要望があり、子育て関係者に
対してインタビューを行った。これまでに子ども家庭支援センター長、乳幼児の子ども
を持つ保護者から、それぞれ話を聞いた。今後は学童関係や養護教諭の方に話を聞いて
いく予定である。インタビューは、その都度、都合のつく委員に出席していただいてい
る。子育て関係者インタビューの結果は、すでに、会議の中で狛江の子育て事情や特徴
など把握するため活用している。今後、ニーズ調査では拾え切れなかった生の声として、
計画策定や今後の子育て支援の充実に活かしていきたいと考えている。
５．事業計画策定に向けての体制
部会の設置等は考えていないが、次世代育成支援行動計画を継承する計画策定である
ため、庁内関係各課からなる庁内委員会を継続するとともに、必要に応じて、作業委員
会の設置も検討していく。
６、事業計画策定後の評価の仕組み
子ども・子育て会議で計画策定後の計画の進捗管理及び評価を行っていく予定である。
その他、子ども・子育て施策の推進に関して、あらゆる事項を議論する場として活用し
ていく。
７．新制度や事業計画について広報の方法
「こまえスマイルぴーれ」に子ども・子育て会議の内容をわかりやすく掲載し、子育
て中の親に関心をもってもらえるよう情報発信を行っている。なお、
「こまえスマイルぴ
ーれ」は、公募の市民ボランティアが月１回編集委員会を開催し、記事内容の企画や、
サイト周知のためのイベント企画等を行って運営している。編集委員会には、事務局と
して市の担当者も入っている。
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⑧ 神奈川県逗子市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
逗子市は、神奈川県の三浦半島の入口に位置し、東は横須賀市、北は横浜市、北西は鎌
倉市、南は葉山町に隣接している。また、周囲を海と山に囲まれ、西側の一方は海に開か
れた自然に恵まれた首都圏への通勤圏に位置する典型的な「住宅都市」である。人口規模
は昭和 50 年代以降ほぼ一定して５万８千人前後を保ち、21 世紀の逗子の都市像として、
「豊
かさを実感するまち」
、
「調和のあるまち」、「小さくても自立するまち」を掲げている。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
人口が一定規模を維持しているなかで、世帯に占める 18 歳未満の子どものいる世帯の比
率は減少傾向を続けている。こうした背景から、平成 17 年に作成された「逗子市次世代育
成支援行動計画」では、子育てを地域全体で応援し、子どもも親も共に育っていける豊か
な環境づくりを目指した。また、市では、市民協働提案制度による事業を実施しているが、
子育て関連では、NPO、子育てサークルによるプレイリヤカー、プレイパークなど市民提案
による事業が展開されている。
担当部署名
子ども・子育て会議の名称
（委員数、うち公募委員数）
開催回数（平成 25 年 12 月末）
人口
（平成 25 年 12 月 1 日現在）
待機児童数
保育園・幼稚園等の設置状況
(平成 24 年 12 月 1 日現在)

逗子市福祉部子育て支援課
逗子市子ども・子育て会議
（委員数 15 人 うち公募委員３人）
７回
57,860 人
平成 25 年 4 月（18）人、平成 25 年 10 月（21）人
保育園：公立（２）園、私立（３）園
認定保育施設：
（１）園
幼稚園：公立（０）園、私立（５）園
認定こども園：公立（０）園、私立（０）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
●施設の新たな整備
市の保育園の整備状況は、平成 25 年４月１日時点で、保育施設５園、保育定員数計約
630 人で、同年同日の待機児童数は 18 人である。待機児童数は、平成 20 年以降増加傾向
にあり現状の水準となっている。特に、育児休業あけの保護者からの希望が多いため、受
入可能な園が制約されてきてしまうという事情がある。こうした課題を解消していくため、
平成 26 年度に向けては、定員 120 人程度の保育所を誘致する予定である。
認定こども園については、市内ではまだ動きがみえないのが現状である。平成 25 年１
月から幼稚園園長と市の連絡会を開催しているところである。今後も継続して開催し、理
解を求めていく予定である。
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●病児・病後児の預かり事業
かねてよりニーズの高かった病児・病後児保育について、今後市ファミリー・サポート・
センター事業の一環で、軽い病気の子や病後児の預かり事業として実施していく予定であ
る。逗子市のファミリー・サポート・センター事業は、子どもの保育所等への送迎や一時
預かりなどを互助援助活動として行っているが、利用会員 1,135 人、延べ利用者数 4,650
人（協力会員 278 人）
（平成 24 年度実績）と、地域のなかで一定程度の周知や利用が進ん
でいることから、多くの保護者や子どもにとって既に顔見知りの関係で、安心して子ども
を預けられる条件が整っていることから、実施に踏み切ったものである。
（２）独自に取組んでいる事業
●体験学習施設（仮称）の創設
児童青少年の健全育成を図り、市民の世代間交流の場、憩いの場となることを目的とし
て、市内第一公園内に平成 26 年度オープンを目指す。多目的室（５室）
、親子遊びの場（乳
幼児プレイルーム２室）
、みんなの広場（ラウンジ）
、カフェからなり、主に乳幼児～小・
中・高校生までを主な対象とする。利用にあたって、特に中高生が気軽に利用できる施設
となるよう利用方法等（案）を作成し、パブリックコメントを募集した。
（３）課題
①幼稚園・保育所等の数の不足への対応、待機児童の増加
前述のとおり、市では、子どもの数は増えてはいないものの、共働きを希望する世帯
が増加していることで、０～２歳児を中心に保育所定員数が不足している。逗子市の場
合、現在は、１～６歳児の２～３割が保育サービスを、４～６歳児の約６割が幼稚園に
通っているが、近年、延長保育や長期休暇対応などの預かり保育を含めた保育ニーズが
高まりをみせている。また、幼稚園の場合、通園児のうち約 45％は葉山町、鎌倉市など
市外の幼稚園に通園しているという特徴がある。
②子育て世帯の子育ての不安や孤立感の増大
逗子市の場合、逗子に住宅を求めた定住意向の高い子育て市民が多い点が特徴で、そ
のことは反面、居住歴（地域での人間関係）が浅いなかで子育てを始める人が多いとい
う特徴をもつ。さらに、核家族化の進展、地域の結びつきも弱まってしまったなかで、
近所の人に対して子育てについてのちょっとした相談ができにくくなり、子育て世帯の
孤立感や不安感が増大している。なかには、児童虐待につながるケースもあり、相談体
制の整備が必要となっている。相談体制としては、子育て相談を母子保健事業と連携す
る体制として、子育て支援センター内にアドバイザーを４人配置し、講座・講習等を含
め相談に対応し、保健師や子ども相談員に繋げ連携を密にしている。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
逗子市の子ども・子育て会議は、従来の懇話会形式ではなく、市長の諮問に応じ調査審
議し及び答申し又は意見を述べることができる諮問機関として位置づけられており（逗
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子市子ども・子育て会議条例第２条）、地方自治法に根拠をおく審議会となる。委員は、
逗子市非常勤特別職員という位置づけである。
このため委員構成も全体で15人とし、市長の諮問に応じて全員で議論・検討を重ねてい
く体制をとった。密度の濃い検討を行うため、あらかじめ会議を毎月決まった日時に開
催することと設定し、公募委員の公募に際しても、予定された審議会すべてに参加でき
ることを要件の一つとしている。
（２）会議を効果的に進める工夫
●月 1 回のペースで開催
市では、国の動向などをいち早く情報共有するとともに、会議資料の事前配布や質疑・
意見をメールで照会するなどして、新制度への理解や意識向上を図るとともに、委員の
意見をこまめに聴取し反映していくために、月１回程度会議を開催することとした。月 1
回程度の開催の背景としては、本市の場合、新制度への移行に先立って保育料の改正課
題を先に議論する必要があった、ということもあげられる。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
委員選定に当たっては、幼稚園や保育所、学童保育、障害児、虐待、地域の子育てなど
の各分野からの意見をバランスよく聴取できることを重視した。
公募委員の選定にあたっては、応募動機による書類選考を重視し、在住・在勤者である
こと、会議開催日時に参加できること（平日昼間）、市の他の審議会等の委員ではないこ
と、国や地方公共団体の議員・常勤職員ではないことを条件とした。さらに、対象を子育
て世代に限定していない点は、本市の特徴といえる。選考の結果、幼稚園、保育園、未就
園児の保護者で子ども・子育てに関心のある保護者３人が選定された。（労使の方は該当
者がなかった）応募者 12 人のなかには、祖父母世代１人、独身１人を含む男性３人も含
まれていた。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
委員 15 名の構成は、公募委員３人と、子ども・子育て支援に関する団体から推薦を受
けた者（育児サークル連絡協議会、民生委員児童委員協議会、放課後児童クラブ保護者
会、青少年指導員連絡協議会、逗子市手をつなぐ育成会）、子ども・子育て支援に関する
事業に従事する者（幼稚園、保育園園長）、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
（２人）、関係行政機関の職員（県児童相談所、県保健福祉事務所、市教育委員会）であ
る。公募委員以外にも、市内で活動する市民団体等に所属して活動している市民４人が
委員として参画している。
制度の理解を深めるため、会議開始にあたって内閣府職員を講師とする、委員有志に
よる勉強会を実施している。また、会議では、市民委員が積極的に疑問や意見を発言す
ることで、活発な議論が展開されるという意味は大きい。
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４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）利用意向把握調査における独自の項目の設定
利用意向把握調査では、会議での議論を踏まえ、次の点について独自項目を設定した。
・推計を行う項目について、「現時点ではわからない」項目を追加し、正確を期した。
・自治体追加項目として以下を挿入した。
日頃保護者と遊ぶ場所／相談する人・場所、相談する場所がない理由／
利用している教育・保育事業の実施場所、希望する地域／平日の日中の教育・保育
事業を選択するにあたり重視すること／子育て支援に関する情報の入手先／
妊娠中の妊婦健康審査の受診状況（受診しない理由）／妊娠中から現在まで、子育
てについて不安や自信が持てなくなった経験の有無／妊娠中や出産後の重要なサポ
ート（ニーズ）／子育てに関するインターネットの利用状況／子育てをしていて、
つらかったこと、特に困ること／日常の子育てを楽しく、安心して行うために必要
なサービス
（２）利用意向調査以外に独自に実施した調査
対象

配布数

実施方法

逗子市立各小学校に在籍する小学
１～４年生の保護者

約 1,770 票（含特別

各小学校を通じて保護者あ
て調査票を配布。無記名で配
布・回答。学校ごとに回収。

支援学級）（悉皆）

５．事業計画策定に向けての体制
市では、計画策定に向けて毎月会議を開催することで、専門部会は設置せず、15 人の委
員全員で、継続一貫して忌憚のない意見交換をした結果を市長に答申していく、という方
針である。事務局体制としては、次世代育成担当の子育て支援課と、幼稚園・保育園を担
当する保育課の２課で共同してあたっている。
６．新制度や事業計画について広報の方法
市では、子ども・子育て会議のホームページを開設し、毎回の会議資料、議事録等を公
表することで、新制度と計画策定に向けた議論の経過について市民への周知を図っている。
しかしながら、実際新制度がどの程度市民の理解を得ているのかはわからない。市では、
現在、平成 26 年度のできるだけ早い段階で、計画策定に向けたワークショップ形式により
地域住民からの意見を聴き、計画に反映していく。しかしながら、利用の手続き、応能負
担、公定価格（特に、幼稚園と保育園の料金差）のことなど、市民に説明していく上では、
市として判断がむずかしい点もあり、国による早いタイミングでの決定・開示を期待した
い。
子育て世代個人向けには、平成 25 年７月より、
「子育てメールマガジン～ずし子育てわ
くわくメール」を配信している。子どもの年齢階層別（０〜２歳向け、３〜５歳向け、６
〜11 歳向けの３種類）に登録してもらい、それぞれの年齢層に応じた内容（講座やイベン
ト情報の告知、健診の日程、施設の利用案内など）を送信している。12 月時点の登録者数
は全体で 580 人ほどである。本ニーズ調査についてもメールを活用して周知を図った。
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⑨ 兵庫県尼崎市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
尼崎市は、兵庫県の南東端に位置し、県内で第 4 位の人口規模であるが、人口密度は最
も高い。市北部は住宅地が多く、中部は住宅地、商店地、工業地が混在、南部は工業専用
地域が広がるなど地域ごとの多様性があることや、市域全体がほぼ平地で、鉄道を利用し
て 20 分以内で大阪市や神戸市の都心へアクセスが可能であるなど、利便性の高さが特徴で
ある。平成 21 年には、中核市の指定を受けている。また、近年、まちの魅力の増進とその
発信に力を入れており、平成 25 年 3 月には、国から｢環境モデル都市｣に選定されている。
さらに、まちづくりの基本方針となる「尼崎市総合計画」が、平成 25 年度からスタート
しており、目指すまちの姿として、
「人が育ち、互いに支えあうまち」、
「健康、安全・安心
を実感できるまち」、「地域の資源を活かし、活力が生まれるまち」、
「次の世代に、よりよ
い明日をつないでいくまち」の４つの「ありたいまち」を掲げ、その実現に向けての様々
な施策を展開している。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
尼崎市では、児童虐待や不登校、子育てに不安や負担を感じる家庭の増加、地域社会の
子育て機能の低下といった課題を踏まえ、子どもの育成についての理念を共有し、保護者、
地域住民、学校、行政などが役割分担のうえ連携して取組むに当たり、その実効性を高め
るため、平成 21 年 12 月に「尼崎市子どもの育ち支援条例」を制定した。この条例では、
子どもの人権を尊重することを基本として、すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を
目指しており、子どもの育ちを支えるための仕組み（子育てコミュニティソーシャルワー
ク、スクールソーシャルワーク）に取組むことを掲げている。また、同条例には子どもに
関する施策を総合的に推進するための計画の策定を定めており、
「わいわいキッズプランあ
まがさき（尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画）」を、その推進計画と位置づけ、関連
分野のさまざまな機関や組織などと連携して、子どもに関する施策を展開している。
子ども・子育て支援新制度に関しては、平成 25 年４月から新組織「子ども・子育て支援
制度準備室」を設置するとともに、尼崎市子ども・子育て審議会を立ち上げ、取組を始め
ている。
担当部署名

尼崎市子ども・子育て支援制度準備室

子ども・子育て会議の名称

尼崎市子ども・子育て審議会

（委員数、うち公募委員数）

（委員 29 人、公募制度４人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

３回（部会も含めると 23 回）

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在）

448,941 人

待機児童数

平成 25 年 4 月（74）人、平成 25 年 10 月（179）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育所：公立（28）
、私立（53）

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（18）
、私立（24）
認定こども園：公立（０）
、私立（７）
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１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）今後充実したい事業
これまで「わいわいキッズプランあまがさき（尼崎市次世代育成支援対策推進行動計
画）
」に基づき、地域の子育て支援拠点の増設、公立保育所の民営化による保育サービス
の充実や私立保育所の分園設置等による保育所受入定員の増に年次的に取組んできてい
る。調査時点で、家庭的保育事業や利用者支援事業は取り組んでいないが、子ども・子
育て支援事業計画策定に係るニーズ調査結果を分析する中で、新たに充実していく必要
性の高い事業について検討していく。
（２）独自に取組んでいる事業
●地域社会の子育て機能向上支援事業（子育てコミュニティソーシャルワーク）
地域で子どもの育ちを支えるための地域住民等の主体的な取組やネットワークづくり
が進むように、側面から支援している。具体的には、子育てコミュニティソーシャルワ
ークとして、地域活動リーダーや庁内関係課等をパートナーとして連携し、以下の取組
を実施する。
・子どもに関する地域課題の情報収集と見立て、その解決に向けたプランニング及び
その実行
・地域の自主的活動グループ等が行う企画や運営への助言・情報提供
・新たな社会資源となり得る人材の発掘・リーダー育成支援・人材交流の促進
・ワークショップ・交流会・学習会等の実施
・尼崎市子どもの育ち支援条例の内容について、地域への浸透及び地域住民の意識の
向上 等
●子ども家庭相談支援体制整備事業（スクールソーシャルワークの実施）
就学後の子どもが抱える問題への支援機能を強化する視点から、福祉事務所の体制を
整備し、いじめ、不登校、非行など、就学後の要支援の子どもを早期に発見し、児童虐
待等の予防や対応の仕組みとも連携して適切な支援を行うため、専門員が学校現場等に
出向き、問題の背景要因や支援方針の調整、関係機関との連携を促進するなどのスクー
ルソーシャルワークを実施している。その活動により、学校現場に福祉の視点を導入す
ることで要支援の子どもへの学校の対応力の向上の側面支援、学校と他の社会資源との
ネットワークの構築などを図る。なお、現在スクールソーシャルワーカーとして３人が
配置されているが、平成 26 年度から６人に増員する予定である。
（３）課題
①子育て世帯の子育ての不安や孤立感の増大
地域の大人と子ども、子育て家庭と地域がつながる機会の減少や、地域で子どもを
育てる意識が弱くなっていること等から、子どものいる家庭と地域とを結び付けていく
ことが課題となっている。
②待機児童の増加
各年度４月１日時点の待機児童数は、平成 22 年度までは 10 人以下で推移してきたが、
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平成 23 年度以降増加傾向にあり、平成 23 年度には 44 人、平成 24 年度には 47 人、平成
25 年度には 74 人となっている。
③中学生、高校生を対象とした放課後の拠点不足
本市では、従来から、青少年団体等により、行政にはないノウハウを活かした活動が
行われているが、少子化の進行、地域の近隣関係の希薄化、遊びの変化などを背景に、
青少年同士が日常生活のなかで互いに人間関係づくりを学ぶ機会や、育ちにとって重要
な様々な体験の機会が減っている。特に中学生の居場所づくりの必要性は高まっている。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
「尼崎市子ども・子育て審議会条例」を新規に制定し、「尼崎市社会保障審議会児童専
門分科会」を改組して「尼崎市子ども・子育て審議会」を設置した。「尼崎市子ども・子
育て審議会」の役割は、尼崎市の児童福祉・母子保健・幼児期の学校教育に関することを
調査審議していくことにあり、平成 24 年までの「尼崎市社会保障審議会児童専門分科会」
の調査審議事項も引き継いでいる。平成 26 年度までは、新制度の準備のための検討が中
心で、尼崎市子ども・子育て支援事業計画の策定に関する審議、尼崎市における就学前の
教育・保育のあり方の審議、尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画の進捗管理 （社会
保障審議会児童専門分科会から引き継いだ調査審議事項）等を行っている。
（２）会議を効果的に進める工夫
●部会の設置
限られた短い時間の中で様々な事項を効率よく検討するため、「尼崎市子ども・子育て
審議会」を全体会議とする部会を設置し、検討事項を分担している。部会は、「尼崎市社
会保障審議会児童専門分科会」において設置されてきた「計画推進部会」に加え、子ど
も・子育て支援新制度の本格施行に向けて、４つの部会「事業計画策定部会」、「就学前
の教育・保育のあり方検討部会」
、「認可基準等検討部会」
、「利用者負担検討部会」を設
置している。平成 25 年 12 月末までに５部会で合計 20 回開催している。
尼崎市の５つの部会の目的と委員数
部会名

目的

事業計画策定
部会

4人
↓
平成 25 年 12 月以降 10 人
小学校との連携を意識した就学前の子どもの学びについての基本的な考
13 人
え方や保育所、幼稚園、認定こども園等に対する市としての基本的な考
↓
え方について、検討する。
（7 回開催）
平成 25 年 12 月以降 10 人
新制度における施設、事業の認可基準や給付にかかる確認基準について、
5人

就 学 前 の 教
育・保育のあり
方の検討部会
認可基準等検
討部会
利用者負担検
討部会
計画推進部会

委員数

子ども・子育て支援事業計画の策定に必要となる保護者のニーズの把握
のための調査及びその結果を踏まえた保育サービス・幼児教育の目標量、
提供体制の確保について検討する。（４回開催）

検討を行う。
（5 回開催）
新制度における本市の利用者負担について検討する。
（2 回開催）

「尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）」を着実に推進す
るため、平成 22 年度における尼崎市社会保障審議会の答申書「尼崎市次
世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）の進捗管理のあり方につい
て」の内容に沿い、毎年度、すべての個別事業と施策について、目標の
達成状況の点検・評価を行う。（2 回開催）
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6人
7人

●分かりやすい資料の作成
資料は主にパワーポイントで委員にわかりやすく作成し、前回の議事内容にはサマリ
ーにして提示している。会議資料は全てホームページで公表している（部会も同様）
。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
委員の選定に関しては、子育てに関わっている様々な立場からの意見を聞けるような委
員構成としている。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
尼崎市社会保障審議会児童専門分科会の委員の中から 20 人を継続、９人を新規に委嘱
している。
委員構成は、学識経験者（児童福祉専攻・教育専攻）９人、児童福祉又は学校教育の関
係者（私立幼稚園連合会・法人保育園会・社会福祉協議会・民生児童委員協議会連合会等）
から９人、子ども及びその保護者を支援する団体の代表者（子ども会・子育てサークル実
行委員会）から２人、事業主又は労働者の代表者（労働者福祉協議会、経営者協会）から
２人、市議会議員３人、公募市民委員４人、計 29 人である。また、５つの部会の部会長
は会長により学識経験者が任命されている。
公募委員は在住（１年以上）であることを条件とし、在宅で就学前の子どもを育ててい
る方、市内の幼稚園に通っている子どもがいる方、市内の保育所に通っている子どもがい
る方、市内の小学校に通っている子どもがいる方それぞれ１人ずつ計４人を任命している。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）利用意向把握調査における独自の項目の設定
まちづくりの視点も加味して調査票を作成しており、独自項目として、「子ども・子育
て支援新制度への期待」
、
「母親の妊娠・出産」、
「子育ての不安と悩み」、
「子育てに関する
情報・サービス・支援体制」
、
「子育て支援サービスの認知度、利用経験、利用意向」、
「今
後充実してほしい子育て施策」
、
「尼崎市への定住意向」等を聞いている。独自項目は、子
ども・子育て支援事業や尼崎市全体の課題把握に活かしていくことを想定している。
５．事業計画策定に向けての体制
（１）子ども・子育て審議会における部会の設置
事業計画策定部会（部会の委員数は変更）において、ニーズ量の算出、提供体制の確保
等の検討を行っている。
（２）庁内体制
●「子ども・子育て支援制度準備室（複合組織）
」の設置
子ども・子育て支援新制度に関する事項を検討するために、庁内に「子ども・子育て支
援制度準備室（複合組織）
」を設置している。メンバーは、子ども・子育て支援制度準備
室長、子ども・子育て支援制度準備担当課長、子ども・子育て支援制度管理システム調整
担当課長が専任で、こども青少年局、健康福祉局や教育委員会事務局などの新制度に関連
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する部局の所管課長 13 人の兼職（併任）で構成されている。
●尼崎市こども青少年未来対策本部の活用
平成 21 年度から設置している子どもに関連する施策等に関する関係部局の総合調整を
する本部会議で、特に、子ども・子育て支援事業計画の策定に関することを中心に検討し
ている。メンバーは局長級以上の幹部職員である、市長、両副市長、教育長、顧問、理事、
医務監、企画財政局長、総務局長、防災担当局長、市民協働局長、健康福祉局長、こども
青少年局長、経済環境局長、都市整備局長で構成されている。平成 25 年 12 月末日現在５
回開催しており、平成 26 年１月以降「事業計画」策定まで４回開催予定となっている。
（２）地域の意見の反映
市内にある幼稚園・保育所において、審議会の開催日時等の周知に関して協力を得て
いる。市内の私立幼稚園・法人保育園の施設代表の会合においては、制度説明や検討経
過等の説明を行っている（随時）
。認可基準や利用者負担については、審議の状況を公開
する中で、確定していない段階で、期間を定めて広く意見募集をしている。
６．事業計画策定後の評価の仕組み
（１）評価体制
現在でも、尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）の進捗管理として、
個別事業の評価を積み重ね、それを束ねることにより施策評価を行い、毎年度、すべて
の個別事業と施策について、平成 26 年度の目標達成の状況の点検を行うとともに効果に
ついて評価を行い、目標達成に向けて、施策の改善につなげるために進捗管理を行って
いる。
具体的には、事業所管課において各年度に実施した個別事業及びこれを束ねた基本施
策レベルについて自己評価を行った後、尼崎市こども青少年未来対策本部庁内推進会議
において評価案を作成し、これを基にこども青少年未来対策本部において、内部評価書
を作成している。 その内部評価書をもとに、尼崎市子ども・子育て審議会において、外
部評価を行っている。これらを参考に、事業計画策定後の評価について、今後、検討を
行っていく予定となっている。
７．新制度や事業計画について広報
すでに尼崎市子ども・子育て支援新制度シンポジウムを平成 25 年 12 月 1 日に開催し、
新制度の趣旨や内容、ニーズ調査の結果等について説明を行い、市民等の理解の促進を図
っている。なお、当日の参加者は、164 人（他自治体職員等含む）である。
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⑩ 山口県防府市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
山口県のほぼ中央部に位置し瀬戸内海に面しており、古くから周防の国の国府が置か
れたまちとして栄え、また、交通の要衝として発展した歴史のあるまちである。面積は
188.59 平方キロメートルで、人口は、約 12 万人で横ばいであったが、近年は微減傾向に
ある。産業については、市内北部は、日本三天神の一つ防府天満宮の門前町として商業
が発展してきた。一方で、南部は大規模自動車組立工場を頂点とする輸送用機械器具製
造業が集積するなど、県内有数の製造品出荷額を誇る産業都市として発展を遂げている。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
少子化が進んでいるが、質の高いサービスを提供するため、
「幸せます」というキャッ
チフレーズで、市民等との協働によるまちづくりを進めている。待機児童数はゼロで、
地域の中に親子が安心して過ごせる場もあり、在宅も含め子育て世帯を支援するという
スタンスである。
担当部署名

防府市健康福祉部子育て支援課

子ども・子育て会議の名称

防府市子ども・子育て会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員 20 人、うち公募委員２人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

３回

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在）

118,183 人

待機児童数

平成 25 年４月（０）人、平成 25 年 10 月（０）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（３）園、私立（19）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（０）園、私立（16）園
認定こども園：公立（０）園、私立（３）園
※認定こども園の３園は、いずれも幼稚園型で、
幼稚園にも再掲

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業（13 事業の中で）
●利用者支援事業
現時点では取り組んでいないが、コーディネート機能を土台とし、地域の様々な人を
繋げる仕組みを作っていく。専門性を高めるためにはファミリー・サポート・センター
と繋ぐことも考えられる。防府市は保育型が中心なので、地域型にも目を向けていき、
子ども・子育て会議で議論していく。
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（２）独自に取組んでいる事業
●赤ちゃんの駅整備事業
乳幼児を連れた保護者が、外出中に授乳やオムツ替えを行うことができる施設として
「赤ちゃんの駅」を市内 20 箇所に設置し、保護者が安心して気軽に外出できる環境を整
え、子育てにやさしいまちづくりを推進している（市長のマニュフェスト）
。今後は公共
施設だけでなく、民間施設にも設置を推進していく予定である。
●乳幼児医療費支給事業
県と市が１/２ずつ負担し、医療費を助成しているが、防府市では、所得制限を設けず、
また一部負担についても求めておらず、小学校就学前のすべての子どもの医療費を無料
化している。
（３）課題
保育ニーズの増加に伴い、保育所の入所児童数は増加傾向にあり、公立私立ともに保育
士の確保が困難となってきている。放課後児童クラブは、離島を除く全ての小学校（16
校）と児童館（４箇所）に設置しているが、新制度では対象児童が６年生までとなり、さ
らに、定員が 40 人以内となると、設置場所の確保が課題となる。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
次世代育成支援行動計画から引き続き取組んでいく施策も多いことから、防府市児童環
境づくり連絡協議会を改組して立ち上げた「防府市子ども・子育て会議」の中で、次世代
育成支援行動計画についても検討していく方針である。
（２）会議を効果的に進める工夫
委員（特に公募委員）には同じ状況で議論してもらえるよう、資料を事前配付し、会議
前に意見や質問を事前に受け付け、可能な限り会議の場で意見や質問に対する説明を行う
ようにしている。また、忌憚の無い意見が出されるよう、議事録には委員名を出さないこ
ととしている。資料も分かりやすく、防府市民の視点で作成している。会議には教育委員
会からも職員が必ず出席しており、協議内容によっては庁内会議の委員も出席している。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
次世代育成支援行動計画から引き続き取り組んでいく施策も多いことから、これまで次
世代育成支援に関する事務を所掌事務としてきた「防府市児童環境づくり連絡協議会」の
委員を中心に選任している。公募委員は２人で、８人の応募があった中から、厳選な審査
の上、選定している。公募委員から子育て世帯のニーズが把握できることを期待している。
なお、防府市では防府市参画及び協働の推進に関する条例を制定し、他の審議会等におい
ても、積極的に公募委員を入れるようにしている。
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（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き
公募以外に市民団体等の代表を６人入れており、現場からの意見を取り入れている。
委員の中から主体的なアクションが出てきており、勉強会を開催してほしいという委員か
らの要望で、委員同士の勉強会を開催する予定である。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）利用意向把握調査における独自の項目の設定
次世代育成支援行動計画（後期計画）の見直しの調査項目も取り入れている。質問項目
に関しては第 2 回目の会議から検討しており、今回の調査項目案、
内閣府が示す調査項目、
次世代育成支援行動計画での調査項目を一覧表にして、今回調査の位置づけが分かるよう
に資料を作成している。
独自の項目としては、就労希望がありながら働いていない理由、妊娠・出産した時の母
親の状況、ファミリー・サポート・センター、子ども家庭支援センターの利用状況、児童
虐待についてなどを追加している。委員には労働組合、商工会議所の代表もおり、ワーク・
ライフ・バランスに関する項目を追加している。
５．事業計画策定に向けての体制
（１）計画策定に向けての体制（委員構成、部会の設置、庁内体制）
第３回の防府市子ども・子育て会議において、事業計画構成イメージを配付している。
部会は設置していないが、防府市子ども・子育て会議を補佐する庁内組織として、関係
部署の課長を構成メンバーとする「防府市子ども・子育て行政推進委員会」を設置してお
り、会議は 12 月末日までに２回、平成 26 年１月以降は１回開催予定としている。
防府市では、他の審議会等においても、同様に庁内組織を立ちあげて検討している。
（２）地域の意見の反映
認可外保育施設や事業者には、需要量の見込みが出た後に、説明及びヒアリングを実
施する予定である。
（３）総合計画などとの整合性
第四次防府市総合計画「防府まちづくりプラン 2020」が策定されているが、本事業計
画の内容は、子育て支援の充実の項目に盛り込んでいく予定である。
６．事業計画策定後の評価の仕組み
（１）評価体制
基本的には、次世代育成支援行動計画と同様に進める予定で、行政推進委員会（庁内）
において実績評価(目標値への達成度）を行い、委員に意見を聴く（ヒアリング）という
流れで行う。なお、次世代育成支援行動計画（後期計画）の評価からみた課題について第
３回「子ども・子育て会議」で説明している。
事業計画策定後も同じ委員構成で、毎年１回、子ども・子育て支援に関する施策の実
施状況などについて意見を聴き、施策に反映していく予定である。
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（２）評価方法（特に質の評価を行う自治体独自の方法）
市としての事務事業評価の方法で行う予定である。事業評価は、目標値に対する達成
度で評価をしており、PDCA サイクルにより、その成果が計画に沿っているか検証してい
る。なお、質的な評価は今後検討していく。ニーズ調査による満足度と達成度もアウト
カム指標としてとらえる。
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⑪ 香川県小豆島町
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化）
小豆島町は、平成 18 年 3 月 21 日に小豆郡の池田町、内海町が合併して誕生した。日
本におけるオリーブ栽培の発祥地であり、そうめん、醤油、佃煮の生産も多い。
総合計画「オリーブライフ小豆島」(平成 20～29 年)を策定し、魅力あるオンリーワン
のまちづくりを進めている。特に小豆島町は、少子高齢化の進行が顕著で、若者の定住
は住民の一番の願いとなっている。このような状況を踏まえ「家庭教育、地域教育、学
校教育、社会教育」が連携し、ふるさとを愛する人づくりを進めるとともに、若者にと
って魅力ある職場づくり、若者の交流・交際機会の充実と子育てしやすい環境づくり、
若者定住に重点をおいた新規移住者を受け入れる体制づくりなどを進めている。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
若者定住を進める上でも、子育て支援事業の充実に力を入れている。
「子育ち応援モデ
ル事業」では、子どもの教育、発育に関する先進的でユニークな取組を行う個人や団体
に対して補助金を交付し、子どもが健やかに育つ環境と幼児教育の質の向上を目指して
いる。
担当部署名

小豆島町子育ち共育課

子ども・子育て会議の名称

小豆島町すくすく子育ち応援会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員 17 人、うち公募委員０人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

３回

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在）

15,378 人

待機児童数

平成 25 年 4 月（０）人、平成 25 年 10 月（０）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（３）園、私立（１）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（５）園、私立（０）園
認定こども園：公立（０）園、私立（０）園
幼保一体化：公立(１)、私立（０）

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業(13 事業の中で)
●認定こども園、保育所、幼稚園等施設の新たな整備
平成 16 年、国からの構造改革特区の許可を得て、町立の池田幼稚園と池田保育所が一
つになって幼保一体化施設（こどもセンター）を開設した。０～２歳児は保育所籍、３
～５歳児は、クラスの中に幼稚園籍と保育所籍の子どもが在籍している。幼稚園籍には、
14 時に降所する子どもと預かり保育の子どもがいる。現在、保育所籍 96 人、幼稚園籍
36 人、計 132 人の子どもが在籍している。また当センターでは、週３回（火曜、木曜、
金曜）子育て支援も行っている。木曜と金曜は、こどもセンターの子どもたちと合流し
て過ごしている。
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●ＮＰＯに委託して行う一時預かり事業
核家族化や共働き世帯の増加など、社会や生活の変化に伴って、子どもの保育に関す
るニーズは多様化している。普段は家庭での保育が可能でも、保護者や家族の病気・け
が、冠婚葬祭などによって一時的に家庭での保育ができない場合もある。こうしたニー
ズに柔軟に応え、子育て・子育ちを応援するため、NPO 法人に一時預かり事業（島内在住
の４ヶ月以上の就学前児童から小学校３年生までの児童を一時的に預かる）とお迎えサ
ービス事業を委託し実施している。原則平日 9：00～17:00 となっているが、利用者の事
情に合わせて曜日、時間帯など対応している。利用するには事前の登録が必要で、現在
136 人が登録している。1 日の利用は 4.5 人前後である。
（２）独自に取組んでいる事業
●５歳児健診・療育支援事業
特別支援学級に在籍する小学生が急増しているという現状に早期に対応するため、５
歳前後に、医師、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士、保健師、教諭等の専門職が多
角的な見地から発達障害等を早期に発見し、その後も定期的に経過観察を行っている。
また、幼稚園に特別支援員を配置し、継続的に療育支援を実施し、健やかな成長を促す
とともに、相談事業により、保護者の不安軽減を図っている。
（３）課題
●公立施設の民営化や統廃合
保育所に預ける保護者が増加し、幼稚園児童数が減少するなど保育ニーズの多様化へ
の対応が迫られている。
●保育士など保育の専門分野の人材不足
保育士の産休、育休代替職員の確保に苦慮している。
●障害児等の支援制度の遅れ
平成 25 年度から５歳児健診を実施したが、言語聴覚士、作業療法士を当町で確保でき
ず、町外の専門職に依頼している。要観察児の経過観察も十分行えていない。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
小豆島町では、子育て応援の充実を図り、地域社会を元気にするため、子ども・子育
て支援法に基づく子育ち応援計画策定に向けて、新規に条例をつくり、「すくすく子育ち
応援会議」を設置した。
（２）会議を効果的に進める工夫
●会議資料の事前送付
会議資料は５日前に送付している。
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●発言しやすい雰囲気
会議では委員全員が発言できるよう、心がけている。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
子ども子育て世帯のニーズを把握するために保護者を入れる。また魅力あるまちづくり
の意見を聞くため移住者を入れる。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
公募委員は募集していない。委員には保育園と幼稚園の保護者が６人入っているので、
公募をしなくても、子育て世帯のニーズは把握できると判断した。
若者定住に力をいれて取組んでいるので、移住者を委員として委嘱した。
４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）利用意向把握調査における独自の項目の設定
ニーズ調査は小豆島町の課題を克服し、
「魅力あるまちづくり」への資料と位置づけて
いる。
「小豆島町すくすく子育ち応援アクションプラン」策定のための調査であるが、小
豆島町の子育ち環境を良くし、魅力あるまちづくりを目指すには、包括的な施策の取組が
必要であると考え、できる限り多くの町民から様々な回答を得ることとした。
調査項目は、国の調査モデルや他の自治体の調査項目にとらわれず、本町の現状と課題
を前提に、大学と共同で作成している。
①小豆島町すくすく子育ち応援会議が行うニーズ調査の範囲
1)計画策定に必要な調査範囲
幼児期の子どもの保護者、小学生の保護者
2)「魅力あるまちづくり」の資料となる調査範囲(より広い世代)
18 歳から 60 歳まで対象、独身者、既婚者、中学生・高校生・大学生・島外に
出ている 30 歳までの方の保護者、移住者
18～60 歳未満の町民全員 6,704 人、郵送配布郵送回収で行った。
②ニーズ調査の活かし方
現在の施策の効果や問題点を把握する。また、現在の状況が将来どうなっていくのか、
問題の深刻化を予見する。さらに、今後実施を予定している施策の有効性、優先順位を
分析し、小豆島の魅力の再発見、新たな創造の可能性の検討に活かしていく。
③調査対象者と調査項目の構成
調査対象者を４パターンに分類した。調査項目は、ライフステージに即した内容にな
っている。また４パターンごとに調査内容が異なっている（次表参照）。
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ﾊﾟﾀｰﾝ

子どもなし

調査項目

0～5 歳の子

0～5 歳と小

小中高生の

どもあり

中高生の子

子どもあり

どもあり
1.共通項目

○

○

○

○

2.就職

○

○

○

○

3.独身

○

○

○

○

4.結婚

○

○

○

○

5.家族計画

○

6.出産・育児

○

○

○

7.育児（0～5 歳）

○

8.育児（小中高生）

○
○

○

9.大学生

○

○

○

○

10.島外

○

○

○

○

11.移住

○

○

○

○

５．事業計画策定に向けての体制
（１）委員主体の検討部会
ニーズ調査検討部会を設けている。ニーズ調査案の策定及び事業計画案の作成を行う。
メンバーは、PTA 代表、保護者、町職員の６人である。平成 25 年 12 月までに 12 回開催
した。1 月以降は５回開催する予定である。
（２）検討委員会の設置
就学前教育検討委員会を設置し、就学前教育の質の向上と、健やかな子育ちのまちづく
りに資する、幼稚園及び保育所のあり方を検討する。メンバーは、学識経験者、教育委員
会、町立幼稚園・保育所の保護者の 16 人である。
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⑫ 長崎県佐世保市
自治体の概況（気候、面積、人口動態、産業、地域の歴史や文化など）
佐世保市は九州の西端にあり、温暖な気候、穏やかな港といった地理的に恵まれた環か
ら、漁業や海運業、海外との交流が早くから行われた。昭和２年の「日宇村」編入を始め、
度重なる編入を繰り返し、平成 13 年には特例市に指定された。
戦後は造船・炭鉱を柱にした平和産業港湾都市として発展し、現在は造船業、製造業、
観光業、漁業を主要産業とする都市となった。
子ども・子育てをめぐる自治体の特徴
少子化や核家族化の進行に伴い、子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化し、このよう
な中でも安心して子育てできる環境の整備を進めるため、佐世保市では妊娠期からの一貫
した子育て支援や少子化対策など子どもに関する施策を総合的に推進する組織として、平
成 20 年に「子ども未来部」を新設した。
また、市が平成 22 年度から本格的に推進している保幼小連携事業の拠点である「佐世
保市幼児教育センター」では、保育所・幼稚園から小学校１年生までの接続期に、子ども
たちがスムーズに就学するための支援事業を一体的に行っている。地理的な事情として、
離島地域では子どもの数が少なく、定員割れが起きていることから、へき地での新たな家
庭的保育事業を模索している。
自治体名

佐世保市子ども未来部子ども政策課

子ども・子育て会議の名称

佐世保市子ども・子育て会議

（委員数、うち公募委員数）

（委員 22 人、公募委員２人）

開催回数（平成 25 年 12 月末）

３回

人口（平成 25 年 12 月 1 日現在）

256,690 人

待機児童数

平成 25 年 4 月（０）人、平成 25 年 10 月（24）人

保育園・幼稚園等の設置状況

保育園：公立（３）園、私立（63）園

（平成 25 年 12 月 1 日現在）

幼稚園：公立（７）園、私立（31）園
認定こども園：公立（０）園、私立（18）園

１．子ども・子育て支援に関する取組及び課題
（１）新制度において力を入れて取組む事業
新制度になった場合には、民と公の区分がなくなるため、公立施設の役割を考えてい
かなければならない。合併前の旧佐世保市の公立保育所７箇所のうち４箇所が民間移譲
された。合併した旧町の公立保育所は３箇所であったが、これらは合併後に民間移譲さ
れている。今後検討課題として考えなければならないのは、公立幼稚園（７箇所）の扱
いである。
●家庭的保育事業
離島地域の現状として、認可保育所は２箇所、へき地保育所が３箇所あるが、国の規
定要件に合致しない施設については規模を縮小する形で、別の支援の方法を探っていか
なければならない。佐世保市は、内陸部では施設の運営はある程度できるが、離島の場
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合は小規模や家庭的保育、もしくはそこまで至らない場合もあり、今後財源も含めて対
応策を考えていかなければならない。
●利用者支援事業
利用者支援についても、どのような形が望ましいのか、考えていかなければならない。
待機児童が多い大都市とは違い、佐世保市の場合は一定の子育てニーズを満たしている
部分もあり、子どもと子育てをコーディネートやサポートするような役割を子育て支援
センターや幼児教育センターが担っているところである。幼児教育センターでも多くの
ボランティアが関わっており、利用する保護者にとっても行政という考えがあまりない、
相談しやすい環境だといえる。
幼児教育センターでは子育て関連施設の情報集約をして、施設のガイドや公園のガイ
ドブック、子育てサークルのガイドブックを作って配布している。
（２）独自に取組んでいる事業
①幼児教育センター
市が平成 22 年度から本格的に推進している保幼小連携事業の拠点である「佐世保市幼
児教育センター」は、保育所・幼稚園から小学校１年生までの接続期に、子どもたちが
スムーズに就学するための支援事業を一体的に行っている。事業内容は、教職員・保育
士の研修事業、子育て支援事業、幼児教育全般に関する情報発信などが大きな柱である。
研修事業は、市内すべての保育所・幼稚園、小学校の保育士・教職員が対象となり、
交流・研修を定期的に行い、また幼児教育センターが中心となって、保幼小連携推進会
をコーディネートして「保幼小連携接続カリキュラム」を作成した。子育て支援事業は、
保護者や一般市民向け、企業向けに講座を開催、相談事業やボランティア研修事業、ま
た育児・子育てサークル（市内約 30 団体）のネットワーク化を図っている。情報発信の
内容としては、市内の認可・認可外保育所や幼稚園、子育て支援センター等のガイドや
育児・子育てサークルの案内、親子のお出かけマップ（公園等）
、各種イベント等の案内
を行っている。
②子ども発達センター
平成 10 年に設置した「子ども発達センター」は、すべての子どもたちや子育て中の家
族が自由に遊び、交流や情報交換ができる「親子交流部門」と、発達の遅れが心配な子
どもたちや障がいのある子どもたちへの診察等を行う「療育部門」を大きな２つの柱と
して取組を行っている。
（３）課題
①保育所や幼稚園などの一元的な所管
佐世保市の子どもの数はほぼ横ばいである。合計特殊出生率（平成 24 年）は 1.75 で
あり、ここ数年で 0.3 ポイント程度改善している。県平均 1.63 を上回っているが、市町
村合併の影響もあると考えられる。保育所の待機児童は毎年４月１日時点では発生して
いない状態であり、保育所の定数等足りないわけではない。年度途中の入退所があるの
で、平成 25 年 10 月時点では 24 人となっている。

79

市の「子ども未来部」は、就学前の子どもを一体的に支援していくことを目的とし、
平成 20 年度に発足した。このことにより、保育所や幼稚園などを一元的に所管するとと
もに、子育て支援など子どもに関する施策を総合的に推進していく体制を整えた。子ど
もに関する施策は他部局に関連することも多く、特に教育委員会とは、定期的に連絡会
を行うなど、情報共有を図り連携している。
②幼稚園の２極化
平成 14 年度に第２回少子化対応推進全国フォーラムを佐世保市で開催するなど、従来
から子育て支援に積極的に取組んでおり、保育サービスは、一定充足していると考えて
いる。平成 25 年 12 月時点で、認定こども園は 18 箇所であり、どちらかというと幼稚園
から移行するケースが多い。佐世保市の幼稚園では入園児童数が減少してきている幼稚
園、あるいは従来から保育所と幼稚園を複数運営していた事業者が認定こども園に移行
するケースもある。一方で、入園者数の多いマンモス幼稚園との二極化の傾向もある。
③保護者の多様なニーズへの対応
延長保育事業は 58 箇所で延べ 16 万８千人の利用がある。延長保育は、保護者の具体
的なニーズがあったから行政として整備したというよりも、如何に子育てをサポートし
ていくのかという行政側と施設側の思いが一致したことで行っているものである。保護
者には様々な事情があり、就労時間だけでなく、仕事帰りに買い物に寄るといったケー
スもあり、利用者が多い事業である。
子育てサークルの活動は比較的活発であり、現在約 30 団体が活動している。10 年以上
前から子育てサークルネットワークという全体会議を設置し、幼児教育センターが事務
局を担っている。10 数年前から社会福祉法人がファミリーサポート事業を行っていたが、
その後 NPO が活動の担い手となった。
２．地方版「子ども・子育て会議」の設置と運営上の特徴（工夫）
（１）設置の経緯(背景)
子ども未来部ができる前は、保健福祉部が所管する保健・医療・福祉審議会において、
保健福祉全般の審議を行ってきた。その中では、分野ごとに専門部会に分かれ、子育て
関連は子育て専門部会が設置されていた。保健・医療・福祉審議会は、まだ組織が残っ
ているが、子育ての新制度に向けては、審議の範囲の問題等もあり、別の組織の方がよ
いだろうという判断で「子ども・子育て会議」を設置した。
大きな審議会組織では、なかなか回数を踏めないという実態もある。
「させぼっ子未来
プラン」（次世代育成支援行動計画）は、保健・医療・福祉審議会（子育て専門部会）が
策定に向けて中心的な役割を果たした。
（２）会議を効果的に進める工夫
●意見書の提出
会議資料を一週間前に送付していることもあり、委員の方には事前に目を通してもら
っている。委員からは、会議ではもっと委員同士意見交換したいという意見もあった。
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委員が会議中に発言できなくても、後から「意見書」を出してもらっている。市のス
タンダードな方法ではないが、子育て関連の会議では行ってきたことでもある。会議の
会長には発言が偏らないよう、色々な委員に発言をふってもらえている。また会議での
座席を毎回固定せず、その回によって並び順を変えている。毎回違う委員と隣同士にな
るので、会議の前後にいろいろな委員と意見交換ができるようである。
これまで４回の会議を開催したが、その内容はニーズ調査のことが中心であり、委員
からはいつ計画本体の議論ができるのかといった意見もあり、委員は本題に入る準備が
できているようである。特に分科会を設置することについては、委員数も多いことから、
委員も賛同している。
３．地方版「子ども・子育て会議」の委員の選定
（１）委員選定の考え方
量の見込みを算出するだけであれば、委員の分野を限定してもよかったかもしれない
が、次世代育成支援対策推進法の延長の話もあり、母子保健や医療、児童虐待も含めて
子どもと子育てのマスタープランを作成するという視点で幅広く委員を選定した。
今回のプランの中で、民間企業等に向けたメッセージをどのように位置づけて発信し
ていくのか検討する必要がある。市としては講演会等でワーク・ライフ・バランスの啓
発活動を進めていることから、民間企業や労働者団体からの委員を推薦してもらった。
公募委員は２人である。いずれも保護者であるが、一人は放課後子ども教室コーディ
ネーター、一人は里親である。実際は 12 人の応募があったが、子育てに対する思いを作
文（
「子ども・子育てについて」
）にしてもらい、それを評価した。次世代育成支援行動
計画のときには応募は３人だけだったので、そのときから比べると、子育てに対する関
心が高まってきたのかもしれない。
（２）委員構成の特徴と委員からの主体的な動き（情報交換、勉強会）
計画作成は、行政が準備するのではなく、様々な専門分野からの意見を集約してつく
り上げていくことが大事であり、できるだけ幅広い方面から委員を集めた。条例上の委
員数は 25 人であるが、若干余裕を残して 22 人でスタートしている。審議の中で必要な
分野からの召集が必要な場合には、必要に応じて会議に参加してもらい、意見をもらう
ことを考えている。
幅広い分野から委員を集めているので、制度に対する理解度にはどうしても差が生じ
てしまう。第 1 回目の会議で国が示した新制度の概要を説明し、第 2 回では佐世保市が
進めている子育て関連の取組内容を説明した。新制度と現行の次世代育成支援行動計画
を比較して、新制度は現状の枠内でどの部分に該当するのか、同じこと、違うことを説
明した。分科会に分かれて議論すれば、各委員の専門性をいかせるので、活発に発言し
てくれると思う。
子育て関連の団体からは、勉強会開催にあたっての職員派遣の要請や資料提供の要請
があった。まだ概論的なことしか決まっておらず、佐世保市としての詳細な方針が固ま
っていないので、対外的な説明会の開催はしていない。
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４．利用意向把握調査（ニーズ調査）の工夫及び利用意向把握調査以外の調査の実施
（１）独自の項目の設定（市の目指していること）
ニーズ調査の内容については、量やわかりづらさを委員から指摘され、国から示され
た必須項目は漏れなく入れて、レイアウトを回答しやすいように工夫した。
独自の調査項目については、将来的に持ちたい子どもの数とその理由といった未来志
向に関わる項目などを入れた。基本的には、独自の質問項目に関わる部分は、別の調査
で補完することとし、ニーズ調査の中ではあえてボリュームを増やさないようにした。
（２）独自の調査の設定
委員から、ニーズ調査の中で障がい児を持つ保護者の意向は聞けるのかという意見も
あり、子ども発達センターを活用しながら補完していきたい。必要量はニーズ調査で拾
えるが、どのような支援が必要なのか、質的なニーズはグループインタビューなどを開
催して聞いていくことを考えている。開催のタイミングは、分科会での議論を踏えまて、
何を聞くべきか検討した上で開催したい。
５．事業計画策定に向けての体制
（１）委員主体の部会の設置
1 月末の第４回会議の中で、２月以降に３つの分科会（施設型給付関係分科会、児童健
全育成関係分科会、地域子ども・子育て支援事業関係分科会）を設けて議論を深めるこ
と、そして委員の割り振りまで話を進めた。ただし、それぞれの分科会における具体的
な検討事項についてはまだ明確に決まっているわけではない。市全体として子育て支援
を考えていくために、あまり限定的な議論にならないようにしたい。
分科会は今年４月中に１回開催したいと考えている。できるだけコンパクトに、合計
で３～４回の開催を想定している。
（２）地域住民の参画
傍聴者は保育所や幼稚園等の関係者が多いが、人数としては毎回傍聴者数が増え、配
付資料が足りなくなることもあった。
６．事業計画策定後の評価の仕組み
（１）評価方法（特に質の評価を行う自治体独自の方法）
次世代育成支援行動計画の評価は、目標値に対して進捗がどの程度なのか、子ども・
子育て会議の各委員が背景や現状から客観的に見て十分かどうかという第三者的視点か
ら評価している。会議資料の中で、委員の評価をすべての子育て施策に対して一覧を作
成している。基本的には、事業計画策定後も同様の方法で評価していくものと考えてい
る。子ども・子育て会議で進捗状況をチェックし、必要に応じて保健福祉部が所管する
保健・医療・福祉審議会にも報告するような形を考えている。
次世代育成支援行動計画を踏襲した形でマスタープランをつくり、そこに事業計画（量）
を載せていくのが新たな子育て支援計画と考えている。
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７．新制度や事業計画について広報の方法
全庁的にフェイスブックを活用して情報発信を行っており、子ども未来部も同様に部
局の情報を流している。今の保護者はフェイスブックの利用者も多く、情報の広がり方
も早く、反応もよい。特に幼児教育センターのイベント情報等は頻繁に更新されている
が、さらに子ども・子育て会議の情報も流して、一つの広報のツールとして活用してい
きたい。市のメールマガジンを活用するという方法もあり、こちらは利用者数が少ない
ものの、フェイスブックを利用していない人もカバーできる。今では、広報誌、ホーム
ページ、フェイスブック、メールマガジンという複数のツールを使って情報発信してい
る。ニーズ調査を送付する際に、内閣府の新制度の説明用パンフレットを同封した。
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４.地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する郵送調査結果
４.地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する郵送調査結果
４．地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する郵送調査結果
（１）調査概要
① 調査対象
平成 25 年 11 月時点で、地方版会議を設置済みで、かつ会議を原則２回以上開催して
いる、地方版会議の効果的な進行や地域住民の意向を把握する取組を行っている自治体
を抽出し、地域分布や人口規模などの偏りがないように配慮して、調査対象として 34 の
自治体を選定した。
② 調査方法
郵送による配布と回収を行った。また希望自治体には、電子データでの調査票を送信
し回答も電子データでの返送、ＦＡＸでの返送も併用した。
③ 調査期間
平成 25 年 12 月 22 日～平成 26 年１月 17 日
④ 回収
調査票を郵送した 34 の自治体すべてから回答を得た。
⑤ 主な調査内容
・子育て支援の状況等（待機児童数、子ども・子育て支援施策、課題）
・地方版「子ども・子育て会議」の設置（設置方法、設置根拠、開催頻度）
・地方版「子ども・子育て会議」の委員（委員構成、委員への期待、公募委員の選定
理由等）
・地方版「子ども・子育て会議」の運営（会議を効果的に進める工夫、一般傍聴、部
会や専門委員会の設置、庁内の検討体制）
・事業計画策定後の体制
なお、以下に述べる調査結果は、平成 26 年１月 17 日時点での状況を取りまとめたもの
である。
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（２）調査結果

１）子育て支援の状況等
① 待機児童数
平成 25 年４月時点での待機児童の状況は、
「待機児童のいる自治体」は 14 件、「待
機児童がいない自治体」は 20 件である。
② 実施している子ども・子育て施策（平成 24 年度実績）
子ども・子育てに関して実施している 13 事業の中では、
「地域子育て支援拠点事業」、
「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）
」、
「放課後児童健全育成事業（放
課後児童クラブ）
」がそれぞれ 33 件で最も多い。
図表４－１ 子ども・子育てに関して実施している事業（複数回答）
0

10

20

40 （件）

30

地域子育て支援拠点事業

33

乳児家庭全戸訪問事業

33

放課後児童健全育成事業

33
31

妊婦健康診査
一時預かり事業

30

養育支援訪問事業

30
28

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

26

延長保育促進事業
20

病後児保育事業

19

施設の新たな整備

18

病児保育事業

17

短期入所生活援助事業
11

夜間養護等事業

10

小規模な保育事業
利用者支援事業

6
（n=34）
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③ 子ども・子育てに関して今後充実したい事業
子ども・子育てに関して、今後充実したい事業では、「
（認定こども園、保育所、幼
稚園等）施設の新たな整備」が 19 件と最も多い。また、実施している事業では少なか
った「利用者支援事業」は、今後充実したい事業では 11 件と多くなっている。
図表４－２ 子ども・子育てに関して今後充実したい事業（複数回答）
0

5

10

15

20 （件）
19

施設の新たな整備
11

利用者支援事業
9

小規模な保育事業
6

地域子育て支援拠点事業
4

放課後児童健全育成事業
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

3

一時預かり事業

3

病児保育事業

2

病後児保育事業

2

乳児家庭全戸訪問事業

1

養育支援訪問事業

1

延長保育促進事業

1

妊婦健康診査

1

短期入所生活支援事業

0

夜間養護等事業

0
（n=34）
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④ 子ども・子育て環境をめぐる課題
子ども・子育て環境をめぐる課題としては、
「保育士など保育の専門分野の人材不足」
が 19 件と最も多く、以下「子育て世帯の子育ての不安や孤立感の増大」
、
「公立施設の
民営化や統廃合」
、
「待機児童の増加」と続いている。
図表４－３ 子ども・子育て環境をめぐる課題（複数回答）
0

5

10

15

20 （件）
19

保育士等の保育の専門分野の人材不足
13

子育て世帯の不安や孤立感の増大
公立施設の民営化や統廃合

10

待機児童の増加

10
7

幼稚園・保育所等の数の不足
認定こども園化の推進

6

小学校高学年を対象とした放課後の拠点不足

6
4

幼稚園・保育所等の質の向上
3

障害児などの支援制度の遅れ
1

中学校、高校生を対象とした放課後の拠点不足

（n=34）

⑤ 「子ども・子育て支援新制度」について地域住民への広報
「子ども・子育て支援新制度」についての地域住民への広報の手段として、
「自治体
のホームページ等で情報を提供」
、
「内閣府等が作成した資料を配布」がそれぞれ 18 件
と多くなっている。
図表４－４ 「子ども・子育て支援新制度」について地域住民への広報（複数回答）
0

5

10

15

20 （件）

自治体のホームページ

18

内閣府等が作成した資料配布

18
10

自治体の広報誌
講演会等開催

2

自治体職員が出向いて説明

2

独自のパンフレット

2

幼稚園・保育園だより等に掲載

1
7

その他

（n=34）
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２）
「子ども・子育て会議」の設置について
① 地方版「子ども・子育て会議」の設置方法
地方版「子ども・子育て会議」を設置した方法（経緯）については、
「新規に設置」
が最も多く 26 件と多くなっている。

図表４－５ 地方版「子ども・子育て会議」の設置方法
0

10

20

30 （件）
26

新規に設置
5

次世代育成支援対策地域協議会を改組
次世代育成支援対策地域協議会を活用
次世代育成支援対策地域協議会以外の会議を改組

0
1
2

次世代育成支援対策地域協議会を活用

（n=34）

② 地方版「子ども・子育て会議」の設置根拠
地方版「子ども・子育て会議」の設置根拠は、
「新規条例を制定」が 30 件と多くな
っている。

図表４－６ 地方版「子ども・子育て会議」の設置根拠
0

5

10

15

20

25

30

35 （件）
30

新規条例を制定
3

既存の条例を改正
1

既存の条例で対応
新規規則、要綱を制定

0

既存の規則、要綱等を改正

0

既存の規則、要綱等で対応

0
（n=34）
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③ 地方版「子ども・子育て会議」の開催状況
平成 25 年 12 月末日までの地方版「子ども・子育て会議」の開催状況は、
「３回」開
催している自治体が 12 件と最も多く、「２回」
、
「１回」と続く。
「６回」
（池田市、狛
江市）
、
「７回」(与謝野町、逗子市)開催している自治体はそれぞれ２件である。
平成 26 年１月から事業計画の策定までの地方版「子ども・子育て会議」の開催予定
は、概ね「４回」から「10 回以上」までと、ばらつきが見られる。

図表４－７ 地方版「子ども・子育て会議」の開催状況

平成 25 年 12 月末日 件数
までの開催回数

平成 26 年１月以降
開催予定回数

１回

7

１回

1

２回

9

２回

2

３回

１２

３回

3

４回

2

４回

8

５回

0

５回

1

６回

2

６回

3

７回

2

７回

6

８回

3

９回

2

10 回以上

5
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件数

３）地方版「子ども・子育て会議」の委員について
① 委員構成
委員構成は、
「学識経験を有する方」が 33 件と最も多いが、
「学識経験を有する方」
を委員ではなくアドバイザーとしている自治体も含めると、全ての自治体が該当する。
また、
「保育所の職員又は保育関係団体の方」、
「幼稚園の教職員又は幼稚園関係団体
の方」
、
「NPO、市民団体等に所属している方」、
「公募で選ばれた方」、
「民間企業の方」、
「保護者、PTA(公募以外)」等も多い。
「公募委員」を入れている自治体は 26 件である。
「その他」には、職員、弁護士、
児童相談所職員、主任児童委員等が挙がっている。
委員の定数としては「15～19 人」が最も多い。
図表４－８ 地方版「子ども・子育て会議」の委員構成
0

10

30

20

40 （件）
33

学識経験者

32

保育所の職員又は保育関係団体の方
29

幼稚園の教職員又は幼稚園関係団体の方
8

認定こども園の教職員又は認定こども園関係の方
小・中・高等学校の教職員

22

放課後児童クラブ等の関係者

22
8

児童養護施設等の職員

17

保健・医療分野の方

25

民間企業の方
19

労働団体の方

26

公募で選ばれた方
NPO、市民団体等に所属している方

27
26

保護者,PTA（公募以外）
23

その他

（n=34）

図表４－９ 地方版「子ども・子育て会議」の委員構成
委員の定数

件数

10～14 人

5

15～19 人

16

20～24 人

9

25 人以上

4
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② 公募委員の人数
公募委員の人数は、
「２人」が 11 件、
「３人」が 10 件となっているが、
「５人以上」
も２件見られる（墨田区、京都市）
。
図表４－１０ 公募委員の人数
公募委員の数

件数

１人

0

２人

11

３人

10

４人

3

５人以上

2

③ 公募委員の選定理由
公募委員を募集している 26 の自治体で、公募委員の選定の際に設けている条件は、
「在住地・在勤地」が 23 件と最も多く、以下「年齢」、
「その他」と続く。
「その他」
の回答では、
「子育てに関心がある」等が挙がっているがほか、開催日が公募の段階で
開催日が決まっており、
「すべてに参加できること」を挙げている自治体（墨田区）や、
小論文を重視する自治体(京都市)も見られる。
図表４－１１ 公募委員の選定理由（複数回答）
0

5

10

15

20

23

在住地・在勤地
15

年齢
9

子育て世代
8

会議に参加できる日時
会議に出席できる

25 （件）

4
14

その他

（n=26）
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④ 公募委員への期待
公募委員に期待することは「市民の視点からの子育て施策への要望が把握できる」
が 25 件、
「子育て世帯のニーズが把握できる」が 18 件となっている。

図表４－１２ 公募委員への期待（複数回答）
0

10

20

30 （件）
25

市民の視点からの子育て施策への要望が把握
18

子育て世帯のニーズ把握
13

新制度や子ども子育て会議への理解

12

市民の行政施策への参画意識
2

公式会議以外のネットワーク
0

その他

（n=26）

⑤ 委員を公募しない理由
委員を公募しない自治体は８件であるが、その理由として「公募以外の委員でも目
的が達成できる」が７件と多く、公募をしていなくても子育て世帯の保護者が委員と
して選ばれている。
図表４－１３ 委員を公募しない理由（複数回答）
公募しない理由

件数

母体となる会議での人選方法を踏襲

3

公募以外の委員でも目的が達成できる

7

公募している時間が無い

0

公募しても集まらない

0

その他

1
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４）地方版「子ども・子育て会議」の運営について
① 地方版「子ども・子育て会議」を効率的・効果的に進めるための工夫
地方版「子ども・子育て会議」を効率的・効果的に進めるために自治体で工夫して
いることは、
「会議資料の事前送付」が 30 件と最も多い。次に「会議の際に、委員用
の託児の用意」
、
「開催する曜日、時間帯、会場等を工夫」、「説明を簡潔にし、議論の
時間を多く」と続いている。
「委員が意見を言いやすい雰囲気」は６件であるが、会議の会長へのアンケート調
査では、配慮している意見が多く見られた。
図表４－１４－１ 地方版「子ども・子育て会議」を効率的・効果的に
進めるための工夫(複数回答)
0

10

20

30

40 （件）
30

会議資料の事前送付
16

会議の際に、委員用の託児の用意
開催する曜日､時間帯、会場等を工夫

14

説明を簡潔にし、議論の時間を多く

14

会議資料を分かりやすく作成している

13

部会、専門委員会の設置

13
6

委員が意見を言いやすい雰囲気
3

事前に委員に説明

2

委員同士のインフォーマルな意見交換

6

その他

（n=34）
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なお、自由記述で挙げられた回答は、下表の通りである。
図表４－１４－２ 地方版「子ども・子育て会議」を効率的・効果的に進めるため工夫
（自由記述）
自治体名
村山市

内容

狛江市

●委員同士が打ち解けられるよう懇親会を実施（自由参加）。
●アドバイザー（有識者）に３回程度会議に入っていただき、意見をいただく。
●スケジュールの調整
・各委員が出席しやすいよう、あらかじめ会議開催希望日を各委員に確認し日程設定を
している。
●スケジュールの調整
・子ども・子育て会議条例の制定や会議の実施時期について、早い時期から取組を始め
た。
・現計画の評価も最終年度より前倒しで行い、課題を新計画に反映させる。
●会議の持ち方の工夫
・新制度の利用者である保護者が全員参加型のシステムとなるよう、３箇所で圏域別保護
者代表者会議を開催し子ども･子育て会議前後には意見交換を行っている。
●会議の構成メンバーの工夫
・対象となる事項が複数の部局にまたがるため、会議には保健福祉部職員だけでな
く、教育委員会事務職職員にも出席を求めている。
・教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるため、情報の
分析及び統計に関する知識経験を有する者を１人を委嘱した。
●保護者枠の設置
・公募委員とは別に、子どもの保護者として４人（保育園・幼稚園・家庭保育室・
保育クラブを利用する保護者）を委嘱している。保育クラブを利用する保護者は、
和光市学童保育連絡協議会に依頼しているが、その他、保育園、幼稚園、家庭保
育室の保護者は、市内各園に公募を行い委嘱した。
●わかりやすい資料作り
・会議を進める際には、パワーポイント等を用いて説明事項を図式化するなど限ら
れた時間内で委員の理解を深め意識の共有化をはかれるように配慮している。
●スケジュールの調整
・会議日程は、子育て中の保護者に希望をとり、最も希望の多かった夜間開催とし
た（19 時から 21 時）。
・ニーズ調査をいち早く実施し、和光市の現状とニーズ調査から見えてくる課題を
早期に把握・整理し、計画の具体的内容についての議論を進めている。
●会議の持ち方の工夫
・約１週間前に主要委員による企画会を開催し、議題や進行方法等について調整を行
う。
・必要に応じてグループワークを行い、地域における子育て事情に関することや国の基本
指針に記載されている文言の捉え方等について委員全員の意思統一を図っている。
●委員の専門分野について、毎回各委員から 10 分程度のレクチャーをしてもらう。

逗子市

●委員有志の勉強会。

尼崎市

●会議の持ち方の工夫
・限られた短い時間の中で様々な事項を効率よく検討するため、部会を設置し、検討事
項を分担している。

草加市

浦安市

下呂市

和光市

墨田区

94

② 地域への情報公開（傍聴席の用意）
地域への情報公開と新制度等の周知のために、地方版会議の「一般傍聴を行ってい
る」自治体は 26 件である。
一般傍聴を行っている 26 の自治体の案内方法は、
「ホームページに掲載」が 20 件と
最も多く、次に「広報誌へ掲載」が続く。「その他」には、フェイスブック等を活用し
ている自治体がある（佐世保市）。
申込方法は、
「当日受付」が 20 件と最も多い。なお、人数制限を設けているのは 15
件で、定数としては、
「10 人」が７件、
「５人」が５件となっている。
傍聴者に対して、託児を用意しているのは６件で、資料を配布しているのは 19 件で
ある（うち、資料回収を求めているのは５件）。なお、傍聴者からの意見の提出を認め
ている自治体はない。

図表４－１５ 一般傍聴の案内方法（複数回答）
0

5

10

15

20

25 （件）
20

ホームページに掲載
8

広報誌へ掲載
1

ポスターに掲示
0

説明会の開催

5

その他

（n=26）

図表４－１６ 一般傍聴の申込み方法（複数回答）
0

5

10

15

20
20

当日受付
3

電話
1

申込用紙の提出
ホームページから申し込み

25 （件）

0
（n=26）

図表４－１７ 傍聴者への配慮（複数回答）
傍聴者への配慮

件数
6

託児あり
資料の配布あり

19

資料の回収あり

5

意見の提出

0
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③ 部会や専門委員会等の開催
平成 25 年 12 月末日時点で、事業計画を策定するなどの特定の目的のため、
「部会や
専門委員会等を開催している」自治体は 10 件である。
設置している自治体の、部会や検討会の名称、役割、人数、メンバーの属性は、下
表の通りである。
図表４－１８ 部会や専門委員会等の開催
開催して
いる
10件
開催して
いない
18件

開催予定
がある
6件

（n=34）

図表４－１９ 部会や専門委員会の設置内容
自治体名
浦安市

名称

役割

就学前保育・教育
あり方検討会

幼稚園の今後のあり方や幼・保施設の
連携に関する分析・対応策や子ども・
子育て支援事業計画策定に関する事
について議論し、子ども・子育て会議に
報告
放課後児童健全育成事業に関する計
画案や放課後児童の支援について議
論し、子ども・子育て会議に報告

放課後児童の支
援のあり方検討会
墨田区

新潟市

11

企画会

子ども・子育て会議が円滑かつ効果的
に機能するように､会議の議題や進行
方法等について調整する（子ども・子育
て会議の 1 週間前に開催）

5

臨時会

区が目指すべき理想の子育て環境等
に関する方向性について委員の考え
や意思を統一するための議論・ワーク
ショップを行う
幼児期の教育・保育・地域子ども・子育
て支援事業、事業計画の任意記載事
項のうち幼児期の教育・保育に関する
事について議論する
放課後児童健全育成事業に関すること
について議論する
地域子ども・子育て支援事業、事業計
画の任意記載事項のうち上記 2 部会で
議論する事項以外に関することについ
て議論する
子ども・子育て支援事業計画策定に係
る必要記載事項､放課後児童クラブ事
業について運営基準の統一

28

幼保部会

放課後児童クラブ
検討部会
地域ネットワーク
部会

近江八幡
市

人数
(人)
11

子ども・子育て支
援部会
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属性
庁内職員（市長部
局、教育委員会）

庁内職員（市長部
局、教育委員会）
会長、副会長、幼児
期ワーキンググルー
プ・学齢ワーキング
グループの各グル
ープ長等
全委員

8

幼児期の教育・保育
の関係者や保護者

7

学識経験者、小学
校長、保護者
検討事項の関係者
や保護者

9

11

学識経験者、放課
後児童クラブ等関係
者

自治体名

京都市

尼崎市

名称

役割

教育・保育給付部
会

子ども・子育て支援事業計画策定に係
る必要記載事項､教育・保育施設及び
事業に係る条例等の基準

幼児教育・保育部
会

小学校入学前児童の教育・保育に関
する施策の推進

21

放課後児童部会

放課後における児童の健全育成の推
進

9

委員の中から専門
分野に応じて選出

要保護児童対策・
虐待防止部会

要保護児童対策・虐待防止の推進

6

委員の中から専門
分野に応じて選出

子どもを共に育む
社会環境づくり部
会
教育環境づくり部
会

家庭・職場・地域における子育て支援
及び青少年対策の推進

10

委員の中から専門
分野に応じて選出

小学校入学前児童の教育・保育に関
する施策の推進

4

委員の中から専門
分野に応じて選出

ひとり親家庭部会

教育環境づくりの推進

2

委員の中から専門
分野に応じて選出

母子保健・思春期
保健部会

母子及び思春期の保健医療の推進

10

委員の中から専門
分野に応じて選出

就学前の教育・保
育のあり方検討部
会

小学校との連携を意識した就学前の子
どもの学びについての基本的な考え方
や保育所、幼稚園、認定こども園等に
対する市としての基本的な考え方につ
いて、検討する

10

委員の中から専門
分野に応じて選出

事業計画策定部
会

子ども・子育て支援事業計画の策定に
必要となる保護者のニーズの把握のた
めの調査及びその結果を踏まえた保
育サービス・幼児教育の目標量、提供
体制の確保について検討する
新制度における本市の利用者負担に
ついて検討する
新制度における施設、事業の認可基
準や給付にかかる確認基準について、
検討を行う
「尼崎市次世代育成支援対策推進行
動計画（後期計画）」を着実に推進する
ため、平成 22 年度における尼崎市社
会保障審議会の答申書「尼崎市次世
代育成支援対策推進行動計画（後期
計画）の進捗管理のあり方について」の
内容に沿い、毎年度、すべての個別事
業と施策について、目標の達成状況の
点検・評価を行う
幼児期の学校教育・保育の量の見込
み、提供体制の確保の内容及び時期、
幼児期の学校教育・保育の一体的提
供、推進に関する体制の確保の内容
及び時期

10

委員の中から専門
分野に応じて選出

6

委員の中から専門
分野に応じて選出
委員の中から専門
分野に応じて選出

利用者負担検討
部会
認可基準等検討
部会
計画推進部会

和歌山市

幼児教育・保育部
会
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人数
(人)
11

5

属性
子どもの保護者、学
識経験者、保育所
職員、幼稚園教職
員
委員の中から専門
分野に応じて選出

7

委員の中から専門
分野に応じて選出

9

保育園、幼稚園の
子育て支援団体

自治体名

東広島市

名称

役割

放課後児童・地域
子育て部会

放課後児童健全育成事業の量の見込
み、提供体制の確保の内容及び時期、
地域子ども子育て支援事業の量の見
込み、提供体制の確保の内容及び時
期

保育部会

量の見込み、保育の必要性、施設型給
付の確認基準に関すること、地域型保
育事業に認可基準に関すること、放課
後児童健全育成事業の基準に関する
こと
子ども・子育て支援事業計画の策定に
関すること、ニーズ調査の内容に関す
ること

6

子どもの保護者、子
ども・子育て支援事
業に従事する者

4

子どもの保護者、子
ども・子育て支援事
業に従事する者､学
識経験者
PTA 代表、保護者、
町職員

計画策定部会

人数
(人)
11

属性
子育て支援団体の
NPO、労働団体、民
間企業、民生委員・
児童委員等

小豆島町

ニーズ調査検討
部会

ニーズ調査案の策定、事業計画案の
策定

6

佐世保市

施設型給付関係
分科会

子ども・子育て支援給付関係等

7

委員の中から専門
分野に応じて選出

児童健全育成関
係分科会

児童クラブや児童センター等、子ども
の健全育成関係

7

委員の中から専門
分野に応じて選出

地域子ども・子育
て支援事業関係
分科会

地域の子ども・子育て支援の充実に向
けた取組関係

7

委員の中から専門
分野に応じて選出

④ 庁内横断的な関係部署よる検討体制の設置
平成 25 年 12 月末日時点で、子ども・子育て会議の運営等のために、庁内横断的な
関係部署よる体制（課、部等を超えた事務局体制や会議体等。業務上の打ち合わせ等
は含まない。
）を設置している自治体は 15 件である。
庁内横断的な関係部署による体制を設置している自治体、会議の名称、役割、構成
する部署名は、次表の通りである。
図表４－２０ 庁内横断的な関係部署よる検討体制

設置して
いない
16件

設置して
いる
15件
設置予定
3件

（n=34）
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図表４－２１ 庁内横断的な関係部署よる検討体制の設置内容
自治体名

名称

役割

構成する部署名

小樽市

子ども・子育
て支援事業対
策推進会議

子ども・子育て支援事業計画
策定に関すること

副市長、総務部長、財政部長、産業港
湾部長、生活環境部長、福祉部長、保
健所長、教育委員会教育部長

遠野市

子育てするな
ら遠野推進本
部

子育てするなら遠野構想及び
計画策定及び事業の推進など

村山市

子育て推進本
部

計画に添った施策の進捗状況
確認、複数課で連携した事業
の推進、情報共有（新制度、
市の子育てについての課題）

本 部 長：教育長
副本部長：子育て支援総合支援センタ
ー所長
本 部 員：経営企画部、総務部、健康
福祉部、産業振興部、環境整備部、市
民センターの各部長及び子育て総合
支援課長
副市長、教育長、総務課長、政策推進
課長、財政課長、市民課長、保健課
長、農林課長、商工文化観光課長、建
設課長、環境課長、消防長、学校教育
課長、生涯緒学習課、福祉事務所長

草加市

子ども・子育
て支援事業計
画庁内検討
会

健康福祉部（課長１人）、子ども未来部
（副部長１人・課長４人）、子ども教育連
携推進室長、教育委員会教育総務部
（課長１人）

和光市

子ども・子育
て支援新制度
庁内調整会
議

計画策定、見直しに関する調
査、研究等を行い、草加市子
ども・子育て会議の審議資料
を作成する。その他、計画の
推進に関し必要なこと
庁内調整会議：計画の策定に
関する事項、事務執行体制の
整備に関する事項

子ども・子育
て支援新制度
調査検討ワー
キングチーム
会議

法務チーム：例規、基準の作
成及び組織の整備
財政チーム：財政シミュレーシ
ョン
IT チーム：情報システムの構
築計画チーム：ニーズ調査等
の実施及び分析

保健福祉部、企画部、総務部、教育委
員会の各課

浦安市

子ども・子育
て会議ワーキ
ンググループ

市長部局（こども部・健康福祉部）、教育
委員会の各課から 14 人

墨田区

庁内連絡会

子ども・子育て支援事業計画
に関する基礎調査、計画策定
についての議論を行い、子ど
も・子育て会議において資料
を提示する
新制度に関する情報交換

新潟市

子ども・子育
て支援事業計
画検討チーム

子ども・子育て支援事業計画
策定に関すること

浜松市

子ども・子育
て新制度ワー
キングチーム

子ども・子育て支援事業計画
策定に関すること、子ども・子
育て支援給付に関すること、
地域子ども・子育て支援事業
に関すること、など
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保健福祉部、企画部、総務部、教育委
員会の各課

課長級（企画・行政改革担当、政策担
当、総務課、子育て計画課、児童・保育
課、子育て支援総合センター、庶務課、
学務課、指導室、すみだ教育研究所）、
部長級（子育て支援担当）
市民生活部男女共同参画課、福祉部こ
ども未来課、児童相談所、保育課、障が
い福祉課、保健衛生部保健所健康増
進課、国際部雇用対策課、教育委員会
事務局関係各課、各区健康福祉課
こども家庭部（次世代育成課・子育て支
援課・保育課）、企画調整部（情報政策
課）、学校教育部（教育総務課）

自治体名

名称

役割

構成する部署名

舞鶴市

子ども・子育
て支援新制度
作業部会

保健福祉部、教育委員会

京都市

子ども・子育
て支援新制度
検討プロジェ
クトチーム

幼児教育ビジョン検討、子ど
も・子育て支援給付検討、発
達支援母子健康部会、地域子
ども・子育て支援事業部会
京都市子ども・子育て会議の
会議及び部会の事務局とし
て、会議の運営を行うととも
に、子ども・子育て支援新制度
の給付・事業の在り方や実施
方法等について検討

尼崎市

子ども・子育
て支援制度準
備室（複合組
織）

子ども・子育て支援新制度に
関する事項

こども青少年
未来対策本
部

子ども関連する施策等に関す
る関係部局の総合調整をする
本部会議で、特に子ども・子育
て支援事業計画策定に関する
事ことを中心に検討している

専任：子ども・子育て支援制度準備室
長、子ども・子育て支援制度準備担当
課長、子ども・子育て支援制度管理シス
テム調整担当課長、兼職（併任）：こども
青少年局、健康福祉局や教育委員会
事務局など新制度に関する部局の所管
課長 13 人
市長、副市長、教育長、顧問、理事、医
務監、企画財政局長、総務局長、防災
担当局長、市民協働局長、健康福祉局
長、こども青少年局長、経済環境局長、
都市整備局長

和歌山市

子ども・子育
て支援新制度
庁内連絡会
議

子ども・子育て支援に係る情
報交換、情報収集、調査に関
すること、子ども・子育て会議
の設置に関すること

福祉局こども未来部長、福祉局こども未
来部子育て支援課、保育課、子ども家
庭課、子ども総合支援センター、健康局
健康推進部地域保健課、教育総務部
教育政策課、学校教育部学校教育課、
教職員課、生涯学習部青少年課、各課
の課長及び副課長

防府市

子ども・子育
て行政推進委
員会

子ども・子育て会議を補佐する
庁内会議

高松市

子ども・子育
て支援会議事
事務局

子ども・子育て支援会議の資
料作成・運営

生活環境部（生活安全課長）、健康福
祉部（健康福祉部次長、社会福祉課
長、障害福祉課長、高齢福祉課長、子
育て支援課長、健康増進課長）、産業
振興部（商工振興課長）、土木都市建
設部（建築課長、道路課長、都市計画
課長）、教育委員会教育部（教育総務
課長、学校教育課長、生涯学習課長、
スポーツ振興課長、図書館長）
健康福祉局長、健康福祉局こども未来
部長、教育委員会、主な関係課の課長
以下職員
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子育て支援政策監、保健福祉局子育て
支援部長、文化市民局共同参画社会
推進部、保健福祉局保健福祉部、北区
役所保健部、下京区役所福祉部、教育
委員会事務局、の担当課 45 人

⑤ 地域住民向けの勉強会や説明会等の開催
平成 25 年 12 月末日時点で、子ども・子育て会議で検討している内容(例：事業計画
や地域の子育て支援策等)について、地域住民向けに勉強会や説明会等を開催している
自治体は３件である。
地域住民向けの勉強会や説明会等の名称、内容、参加者は、下表の通りである。
図表４－２２ 地域住民向けの勉強会や説明会等の開催

開催して
いる
3件
開催して
いない
24件

予定して
いる
7件

（n=34）

図表４－２３ 地域住民向けの勉強会や説明会等の内容
自治体名
下呂市
与謝野町

尼崎市

名称

内容

子ども・子育て支援新
制度保護者説明会
幼稚園・保育所等の再
編・認定こども園につい
て保護者意見交換会
子ども・子育て支援新
制度シンポジウム

新制度説明、ニーズ調査依頼、今後の
保護者ニーズの取りまとめ
幼稚園・保育所等の再編・認定こども園
について意見集約

保護者
347 人
地域住民
65 人

新制度の趣旨や内容等について､市民
の理解の促進を図る

地域住民
164 人
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参加者

５）事業計画の検討・推進、特徴的な取組など

① 地域住民、ＮＰＯ等の市民団体から意見の収集・集約
事業計画の策定に当たり、子ども・子育て会議での検討の参考とするため、地域住
民、ＮＰＯ等の市民団体から意見の収集・集約を行っている自治体が６件あるほか、
予定していると回答した自治体が 10 件見られる。
図表４－２４ 地域住民、ＮＰＯ等の市民団体から意見の収集・集約
わからな
い
3件

行って
いる
6件
行って
いない
15件

予定して
いる
10件

（n=34）

図表４－２５ 地域住民、ＮＰＯ等の市民団体から意見の収集・集約の内容
自治体名

内容

村山市

●一般市民に向けて
・ニーズ調査の調査項目に追加する内容を検討するためと、新制度の周知を兼ね
て、平成 25 年６月に市の子育て施策の意見公募を行った。募集チラシは保育・
教育施設等を通じて配布したほか、市報やホームページに記載。募集箱やＦＡ
Ｘ、メールで意見を集約した。集まった意見は現行プランの検証作業に活かし、さ
らに、平成 25 年 11 月に実施したニーズ調査の調査項目に追加するなどした。

下呂市

●保護者に向けて
・保護者の声を会議へ届け計画に反映させるために、市内公立保育園 10 園を３ブ

舞鶴市

ロック（北、中、南）に分けた圏域別保護者代表者会議を開催している。
●事業者に向けて
・地域子育て支援拠点事業者、NPO 等へは現在の子育て支援サービスの種別、
今後のサービス供給の意向などについての意見を聞いた。
●サービス利用者に向けて
・子育て支援サービスを利用している保護者に、子育ての悩み、困り事、子育て支
援施策に対する意見収集に努めた。

東広島市

●一般市民に向けて
・NPO が主催し、子育ての当事者・支援者が参加するワールドカフェ形式の意見
交換会に、市・担当職員が参加し、意見収集を行っている。

和歌山市

●子育て世帯に向けて
・子育て親子が集まる場（地域子育て支援拠点）や子育てサークルに出向き、意見
を収集している。

狛江市

●子育てに関わる関係者に向けて
・関係者インタビューとして、子育てに関わるような人から市の子育てに関する現状
や子育て支援の利用希望等を聞いている。
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② 事業計画策定後の継続的な点検・評価体制
地方版会議は、事業計画策定後には、子育て支援施策の実施状況等を継続的に点検・
評価する役割が期待されている。現時点でイメージしている会議の運用方法について、
以下のような意見が挙がっている。

図表４－２６ 事業計画策定後の継続的な点検・評価体制
自治体名
新潟市

村山市
草加市

下呂市

和歌山市
遠野市

いわき市

和光市

市川市
尼崎市

内容
計画の点検・評価は、各事業の担当課による自己評価、子ども・子育て会議による
外部評価を行い、全体については市民アンケート調査の結果を活用することを考え
ている。
事業計画の進捗状況の点検や必要に応じた計画の見直しのため、計画策定後も
定期的に子ども・子育て会議を開催する。
次世代育成対策促進法に基づく地域協議会と同様、子ども・子育て支援事業計画
策定後は、計画に対する実績進捗を定量的に把握し、課題を明確化し、対策を講
じていくために必要な事項を草加市子ども・子育て会議内で議論する。
計画策定後も引き続き圏域別保護者代表者会議を開催し、年度当初に開かれる各
保護者会の保護者総会において、計画について意見収集を行う。子育て当事者で
あり、保育施設の利用者でもある保護者一人ひとりから成り立つボトムアップ式の組
織が計画のＰＤＣＡサイクルに加わることにより、保護者の願いが確実に会議に届け
られ、計画が評価、見直される仕組みづくりを進める。
子育て支援施策に実施状況を調査審議する等、継続的に評価見直しを行ってい
く。
これまでにもわらすっこ支援委員会では、わらすっこプラン事業の主要事業にかか
る事業評価や事業計画について意見を聴取し、市政に反映させていた経緯があ
り、例えば、年度当初の会議に前年度事業の評価、年度内の会議に事業提言、意
見交換等、年度最後の会議に次年度事業の意見交換を行っていた。今後におい
ても、ＰＤＣＡサイクルに基づいて会議の運営と事業実施を図っていく予定である。
いわき市社会福祉審議会児童専門部会(子ども・子育て会議)において、毎年度点
検・評価を行う。区域ごとの「量の見込み」「確保の内容」は、認定の状況、施設・事
業の利用状況、整備状況等をもとに実施し、必要がある場合は、中間年度（3 年目）
を目途に計画を見直すなどの対策を取っていく。
子ども・子育て支援会議において、毎年評価を行う予定である。合わせて、計画策
定に係る３年間を通じてニーズ調査を行うことにより、サービス供給量を推計し、次
期計画に反映させるものとし、推計結果に基づき必要に応じて計画期間内におい
ても見直し、補正を実施するものとする。また、子ども・子育て支援会議条例に基づ
き部会を設置する予定である。
中間年度である 29 年度の見直しに向け、定期的に会議の中で点検・評価を行う。
事業所管課において各年度に実施した個別事業及びこれを束ねた基本施策レベ
ルについて自己評価を行った後、尼崎市こども青少年未来対策本部庁内推進会
議において評価案を作成し、これを基にこども青少年未来対策本部において、内
部評価書を作成している。その内部評価書をもとに、尼崎市子ども・子育て審議会
において、外部評価を行っている。こうしたことから、尼崎市子ども・子育て支援事
業計画策定後においても、尼崎市子ども・子育て審議会と、庁内体制との連携によ
る進捗管理が必要と考えているが、具体的な運用方法は、今後、検討を行ってい
く。
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③ 「子ども・子育て会議」を開催した効果
子ども・子育て会議を設置・運営したことにより、子育て施策の推進に効果が見ら
れている点としては、以下のような意見が挙がっている。

図表４－２７ 「子ども・子育て会議」を開催した効果
自治体名

内容

新潟市

子ども・子育て支援事業の使い勝手について意見取集ができている。

和光市

子ども・子育て支援会議を早期に設置開催したところ会議に毎回 20 人近くの傍
聴者があり、市民及び市内事業者等の意識の高まりを感じられる。今後は、市
内の事業者等を対象とした連絡会を設置する予定であるが、その前段として、
特に大きく変革する幼稚園や家庭保育室を対象に先行して説明会等を開催
し、新制度についての情報提供や、今後の意向調査等を行っている。

草加市

子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要事項
及び当該施策の実施状況について、調査審議することが円滑化した。

浦安市

子どもを産み、育てたいと思えるような子育て環境を築くことを目的に、出会い・
結婚から妊娠・出産・子育て支援までの切れ目のない支援を実施する。平成 26
年度は、本市が独自に養成している子育てケアマネジャーによる「子育てケアプ
ラン」の作成を中心に、子育て家庭と行政が関わる機会を増やし、保護者の経
済的・精神的負担の軽減や各種サービスの利用支援等の促進を図っていく予
定である。

浜松市

子育て支援関係者や、支援を受けながら子育てを行う当事者の生の声を公の
場で聞くことができ、相互の理解が深まっている。

墨田区

新制度以外に係る区の様々な子育て施策の取組み状況等についても積極的
に情報提供することで、広く委員の意見等を施策に取り入れることができてい
る。
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．
５．地方版「子ども・子育て会議」の取組に関する会長、委員から
５．地方版「子ども・子育て会議」の取組に関する会長、委員からの意見
の意見
34 の自治体を対象とする「地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する調査」(郵
送調査)を実施する際に、各自治体の地方版会議の会長と委員（可能な場合は公募委員も対
象とする）にも、地方版会議を運営していく上での工夫や意見などを聞くために、アンケ
ート調査を行った。
その結果、30 の自治体の地方版会議の会長と委員から回答を得ることができた。その中
から、会議を運営していく上で工夫していることについて、会長、委員それぞれから挙げ
られた意見を概観する。

（１）会長からの意見
● 形式的な会議にしない（知恵を出し合う）
・形式的に決定していくのではなく、みんなで議論して自分たちの地域の子育て環境を
考ていく。そのため、これまで２回、ワークショップを開催した。
・単なる保育の需給調整作業だけの会議にしない。みんなのミッションを明確にして、
思いのある会議とする。
・審議が求める方向性を逸脱せず、一つ一つの会議は実のあるものとなるよう進行に努
めている。
・審議課題について、意見交換が深められるよう、必要があれば、少人数での関係部会
を経過して、委員全体の協議に運ぶようにしている。
・議論する話題が多岐にわたり、また、協議のために開催する会議が限られているため、
会議で議論する前に、分科会を設けるように事務方に依頼をしている。これにより、
議論が深まると考えている。分科会は成員が少ないためインフォーマルな議論も活発
に行われると考える。これにより、
「子ども・子育て会議」は、議論の確認の場となり、
効率的な進行が可能になる。
・事務局の説明や専門用語を交えた発言内容があれば、必要に応じて、分かりやすいよ
うに整理するようにし、委員間での問題意識の共有化と整理したことの確認を図って
いる。
・事務局対委員に終始する問題指摘のみで終わらないように、お互いの立場の違いを理
解できることを心がけている。
・皆が納得できる考えに到達できるよう協力していく（小グループに分かれて検討する）
。
・区役所職員と一緒にチームを組んで協働で進めていく。
● 委員が意見を言いやすい雰囲気をつくる
・意見交換の時間を十分取り、各人が参加して発言することができたと満足できるよう
にする。
・特に一人の委員の声が大きくならないよう、全員が発言できるように心がけている。
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・審議会では、部会で検討されてきた内容を尊重しつつ、部会に入っていない委員から
も意見をもらう。
・委員会が、学識経験者や関係団体、市民委員の方も含め様々な立場の委員で構成され
ている。なるべく参加者全員に何らかの発言をお願いしている。
・委員の持つ専門知識や問題意識を委員全員が共有するように、会議の冒頭に委員によ
るレクチャー（毎回１人、15 分程度、専門とする領域の現状や課題について話しても
らう）
。
・意見の対立が予想される立場の委員には、公平に相手方の意見を求める。
・質疑が出ないときは会長自ら質問をして、緊張をほぐし、話しやすい場の雰囲気をつ
くる。
・委員と事務局の一問一答ではなく、発言があった委員の意見の内容をもう一度復唱し
て、他の委員に意見を求め、その意見について掘り下げ、委員同士が議論できるよう
に進行する。委員全員が意見を言いやすくするために、会長から質問をしたり、確認
ををするなどして、会話形式になるよう心がけている。
・委員が気軽に意見交換することができ、和やかな雰囲気の中で今後の市の施策につい
てざっくばらんに意見交換できる場、夢を語り合う場、となるよう心がけている。
● 地域の課題を明らかにし(理解する)、子ども・子育てに関する意識・関心を高める
・市における子ども・子育てをめぐる問題や課題を明らかにする。
・地域の課題を保護者代表や市民の方から具体的に意見を伺い、把握する。
・委員間で子どもや子どもを取り巻く環境・保護者環境についての問題意識の共有化を
図る。
・積極的に自分たちのまちの子育て環境をつくる、という意識をもって会議に出席して
いる。
・少子化が進み、待機児童よりも児童減による保育所の統廃合、定員減が課題となって
いる。軸がずれないよう、心がけている。また、委員に一度は発言してもらい、最後
にコメントも述べてもらうようにしている。
・過去からこれまでの変遷と現在に至る改善点、これからの問題点など意見交換会が盛
りあがるよう、テーマを落とし込むようにしている。
● 子育て当事者の意見を受け止め、子ども子育て支援策に活かす
・保育だけの問題ではなく、地域子育て支援にもしっかり考えていく。
・各方面の意見を十分把握して、それを踏まえた計画となるよう努力する。
・行政施策に委員の考えをどう浸透させるかを見つけ出す。
・一人一人の意見が施策に反映されるかを点検する。
・専門家だけで話を進めるのではなく、公募委員など子育て当事者の意見がしっかりと
あがるように議論していく。
● 多くの参加者をつのる(地域を巻き込む)
・委員のみならず、地域の住民も参加できる機会を設けていく。
・この会議を通して、地域のネットワーク作りにつながるようなものとする。
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・いろいろな地域の立場の声を会議に取り上げる。
・地域の良さを生かし、地域の課題解決を目指す。
● 子どもの最善の利益を念頭に置く
・保育所や幼稚園、公立、私立など単なる利害関係が浮き彫りになるのではなく、子ど
もの最善の利益のためにみんなが知恵を出していけるような運営を行う。
・
「子どもの福祉」を第一に委員の問題意識の共有化を図る。

（２）委員からの意見
● 少人数で意見を出し合う
・分科会やグループ分けなどを行い、少人数で意見交換がしやすい体制になっている。
会議方式で大人数だと、
「先生」を前に気後れしてしまうが、少人数だと意見がしやす
い。
・地域の課題を具体的に把握し、問題意識の共有化を図る際に、小グループに別れ、Ｋ
Ｊ法に近い形をとって意見交換をしたため、委員同士も交流でき、率直な意見交換を
行えた。
・分科会が設けられているところが良い。これまで会議には３回出席したが、区民に対
するニーズ調査のアンケート作り、集計速報報告といういわば議論のための課題設定
段階であったため、正直なところまだ議論らしい議論はできていないと感じていた。
そのため分科会で小さなグループに分かれて、委員同士の意見交換・問題意識の共有
が図れたこと、また直接会話・雑談することで顔見知りも増えたことは、今後の議論
を進めるに当たり大きな助けになる。実際に制度を利用する側と応援する側とにつな
がりができるのはうれしい。
・ワーキンググループを選定し、意見交換をしやすい環境の中で、より深く討議するこ
とができた。
● 理解を深め合う
・初めて市民委員として参加しているが、各部会において様々な意見が出ながらも、問
題意識は共有できるよう、有識者でない、子育て中の保護者である私にも、理解し辛
いことがないよう、部会長、職員の方々には丁寧に運んで頂いていると感じる。資料
等も事前に説明頂き、検討しやすい。
・資料で子ども・子育ての実態を理解した上で議論ができる。
・委員間で地域の状況、課題の把握が適切にできるような資料が作成、提供されている。
・市の担当職員が認定こども園について、複数回勉強会を開いた。
・当日、資料の確認に合わせて 30 分ほど事務局から論点の説明があり、問題点が全体で
共有される。
・現行保育制度と新制度の内容について理解するため任意参加の学習会を開催している。
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● 意見を言いやすい雰囲気がある
・議長が、どのような発言も頭から否定することなく、発言を議長の言葉で共有し直し
てくださることによって、各委員の意見の共有化がスムーズに行えている。
・委員が意見を自由に発言でき、事務局が具現化してくれる。
・委員から出された意見書について、会議内で発表する時間がとられている。
・会議の時間で発言できなかった委員も、後で文書で思いや意見を伝えられる。
・インフォーマルな議論を行う。全員参加の意識、率直な意見交換、きめ細やかな審議
が行われている。
・公募委員以外の委員についても、保護者会代表、ＰＴＡ代表など子育てをされている
委員が多く、問題意識が共有できる。意見も言いやすい。
・保護者の私が素直な意見を言える雰囲気を作ってもらえた。
● 情報を共有する
・メールなどで議事録の配信や情報共有ができるのが良い。
・ネット（たとえば掲示板などで）をもっと活用すれば議論がしやすくなる。
・平成 27 年度施行に向けてスケジュールが細かく記してあるので見通しが立てやすい。
・莫大な量の資料だが、分かりやすく作成している。
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（１）地方版「子ども・子育て会議」の取組に関するアンケート調査票（自治体対象）

はじめに、貴団体の子育て支援の状況等について伺います
問１．貴自治体の待機児童の数について、お書きください。
人（平成 25 年 4 月 1 日時点）
待機児童数
人（平成 25 年 10 月 1 日時点）
問２．貴団体で、子ども・子育てに関して実施している事業について、Ａ欄に○を付けてください。
また、今後特に充実したいとお考えの事業には、Ｂ欄に○を付けてください。
（３つまで）
さらにＣ欄に平成 24 年度の実績をご記入ください。
実施事
業すべ
てに○

Ａ欄

今後充
実した
い事業
３つに
○

なお、貴団体で集計されている方法や単位がございま

Ｂ欄

Ｃ欄

認定こども園、保育所、幼稚園等

実績（平成 24 年度）
したら、その方法でお書きください

具体的な内容をお書きください

① 施設の新たな整備
家庭的保育事業など小規模な保育事

具体的な内容をお書きください

② 業
利用者支援事業

具体的な内容をお書きください

③
④ 地域子育て支援拠点事業

箇所、延べ利用者数

人

⑤ 一時預かり事業

箇所、延べ利用者数

人

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）
養育支援訪問事業その他要支援児童、
⑦
要保護児童等の支援に資する事業

⑥

訪問世帯数：

⑧ ファミリー・サポート・センター事業
短期入所生活援助（シ
ョートステイ）事業
夜間養護等（トワイラ
イトステイ）事業

件（対象世帯の

訪問世帯数：

件

利用会員
両方会員
延べ利用数

人、協力会員
人
人

％）

人

箇所、延べ利用者数

人

箇所、延べ利用者数

人

⑩ 延長保育促進事業

箇所、延べ利用者数

人

病児保育事業

箇所、延べ利用者数

人

病後児保育事業

箇所、延べ利用者数

人

放課後児童健全育成事業
(放課後児童クラブ)

箇所、延べ利用者数

人

子育て短期
⑨
支援事業

⑪
⑫

⑬ 妊婦健康診査

延べ受診数：
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人

問３．問２でお答えいただいた事業以外に、自治体独自で子育て支援事業として力を入れて取り組ん
でいる事業があれば、お書きください。
（１）
事業名
具体的な内容
（ねらい、対象等）

（２）
事業名
具体的な内容
（ねらい、対象等）

問４．貴団体の子ども・子育て支援に関する課題について、次の中から特に重要なものをお答えくだ
さい。
（○は３つまで）
１．幼稚園・保育所等の数の不足
２．幼稚園・保育所等の質の向上
３．認定こども園化の推進
４．公立施設の民営化や統廃合
５．保育士など保育の専門分野の人材不足
６．子育て世帯の子育ての不安や孤立感の増大
７．待機児童の増加
８．小学校高学年を対象とした放課後の拠点不足
９．中学生、高校生を対象とした放課後の拠点不足
１０．障害児等の支援制度の遅れ
１１．その他
上記で○を付けた課題について、具体的な内容をお書きください。
回答番号

課題の具体的な内容
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問５．貴団体では、
「子ども・子育て支援新制度」
（以下、
「新制度」と言う。
）について地域住民への
広報をどのように行っていますか。（○はいくつでも）
１．地域住民を対象に、講演会、研修会、説明会等を開催（平成 25 年 4 月以降

回開催）

２．自治体の職員等が、保育園や幼稚園、子育てひろば等子育て世代が多く集まる場に出向いて
説明
３．貴自治体独自のパンフレットを作成し配布
４．内閣府等が作成した資料を配布
５．自治体のホームページ等で情報を提供
６．自治体の広報誌等に掲載
７．幼稚園・保育園だより、フリーペーパー等に掲載
８．その他（具体的にお書ください）
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貴団体の子ども・子育て会議の設置について伺います
問６．貴団体における地方版「子ども・子育て会議」に該当する会議の名称をお書きください。

問７．当該会議をどのような方法で設置しましたか。
（○は１つ）
１．新規に設置した
２．次世代育成支援対策地域協議会（以下、「協議会」と言う。
）を改組した
３．協議会を活用した(改組なし)
４．協議会以外の会議を改組して設置した（旧会議名：
５．協議会以外の会議を活用した（改組なし）
（旧会議名：

）
）

問８．当該会議をどのような設置根拠により設置しましたか。
（○は１つ）
１．新規条例を制定した
２．既存の条例を改正した
３．既存の条例で対応した（改正なし）
４．新規規則、要綱等を制定した
５．既存の規則、要綱等を改正した
６．既存の規則、要綱等で対応した(改正なし)
問９．①平成 25 年 12 月末日までの、当該会議の開催状況(開催日、主な検討内容、決定事項等)をお
書きください。また、②平成 26 年 1 月から「子ども・子育て支援事業計画」
（以下、
「事業計
画」と言う。
）策定までの概ねの開催予定と主な検討内容について、現時点でお分かりの範囲
でお書きください。
①平成 25 年 12 月末日までに（
回

開催日

１

月

日

２

月

日

３

月

日

４

月

日

５

月

日

６

月

日

）回開催
主な検討内容、決定事項等
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②平成 26 年 1 月から「事業計画」の策定までに（
回

）回程度開催予定
検討内容(予定)

開催時
期
（予定）

１

月

２

月

３

月

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

問１０．子ども・子育て会議では、自治体の子ども・子育て支援施策や「事業計画」の策定に向けた
課題について十分な期間をとって検討をしていく必要がありますが、そのために会議のスケ
ジュール上、工夫されている点があればお書きください。
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「子ども・子育て会議」の委員について伺います
問１１．貴団体では、委員を選定する際に、どのような点を最も重視しましたか。（○は１つ）
１．子育て世帯のニーズが把握できること
２．保育所や幼稚園等の状況が把握できること
３．児童生徒の放課後の過ごし方が把握できること
４．地域における子育て支援の取組が把握できること
５．その他（具体的にお書きください）

問１２．会議の委員数について、委員の所属・出身ごとにお書きください。該当する方がいない場合
は「０」と書いてください。なお、親会議の他に部会等を設置している場合は、親会議につ
いてご回答ください。
所属・出身

人

①

学識経験を有する方

②

保育所の職員又は保育関係団体の方

③

幼稚園の教職員又は幼稚園関係団体の方

④

認定こども園の教職員又は認定こども園関係団体の方

⑤

小・中・高等学校の教職員

⑥

放課後児童クラブ等の関係者

⑦

児童養護施設等の職員

⑧

保健・医療分野の方

⑨

民間企業の方

⑩

労働者団体の方

⑪

公募で選ばれた方

⑫

ＮＰＯ、市民団体等に所属している方（公募以外）

⑬

保護者、ＰＴＡ（公募以外）

⑭

その他（具体的に

数

問１３－１～問１５をお答えください

）

合計

【公募委員を募集している自治体に伺います。募集していない自治体は問１６へ進んでくださ
い。】
問１３－１．貴団体では公募委員に条件を設けていますか。
（○は１つ）
１．条件を設けている

２．設けていない

問１３－２へ
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問１４へ

【公募委員に条件を設けている自治体に伺います。
】
問１３－２．どのような条件ですか。(○はいくつでも)
１．年齢（具体的に：
２．子育て世代であること（具体的に：
３．在住地・在勤地
４．会議に参加できる日時（具体的に：
５．原則としてすべての会議に出席できること
６．その他（具体的にお書きください）

）
）
）

問１４．公募委員にはどのような方が選ばれましたか。子どもの保護者、ＰＴＡ関係者、ＮＰＯ関係
者など、具体的にお書きください。
公募委員の属性

人

①
②
③
④
⑤
問１５．委員の公募に特に期待していることはありますか。
（○はいくつでも）
１．子育て世帯のニーズが把握できる
２．市民の視点からの子育て施策への要望が把握できる
３．公式会議以外での人的ネットワークが広がる
４．市民の行政施策への参画意識が高まる
５．
「新制度」や子ども・子育て会議への市民の理解が深まる
６．その他（具体的にお書きください）

【公募委員を募集していない自治体に伺います。】
問１６．公募を実施していない理由は何ですか。（○はいくつでも）
１．子ども・子育て会議の母体となる会議(例：協議会)での人選方法を踏襲した
２．公募以外の委員で会議の目的は果たせると思った
３．委員を公募している時間が無かった
４．公募しても集まらないと思った
５．その他（具体的にお書きください）
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数

「子ども・子育て会議」の運営について伺います
問１７．貴団体では、当該会議を効率的・効果的に進めるために、工夫していることはありますか。
（○はいくつでも）
１．開催する曜日、時間帯、会場等を工夫している（具体的に：

）

２．会議資料を委員向けに分かりやすく作成している
３．会議資料を事前に送付している（

日前に送付）

４．事前に委員に資料説明等を行っている
５．会議では事務局の説明を簡潔にし、議論の時間を長く設けている
６．委員が意見等を言いやすい雰囲気をつくっている（具体的に：

）

７．部会や専門委員会を設置している
８．会議とは別に、委員同士がインフォーマルに意見交換できる場を設けている
９．会議の際に委員用に託児の用意をしている
１０．その他(具体的にお書きください)

問１８－１．貴団体では、当該会議の一般傍聴を行っていますか。(○は１つ)
１．行っている

２．行っていない

問１９－１へ

問１８－２へ
【一般傍聴を行っている自治体に伺います。】
問１８－２．傍聴の方法等について①～⑧の設問にお答えください。
設
①

問

回

答

傍聴の案内の方法

１．ホームページに掲載

(○はいくつでも)

２．広報紙への掲載

欄

３．ポスターに掲示
４．説明会の開催
５．その他（
②

）

傍聴の申し込み方法

１．申込用紙の提出(ファクシミリ、郵送)

(○はいくつでも)

２．ホームページからの申し込み
３．電話
４．その他（

）

③

傍聴者の数の制限 （○は１つ）

１．有り（

）人まで

④

傍聴者数(実績)

第 1 回(

)人、第 2 回(

)人、

第 3 回(

)人、第 4 回(

)人、

第 5 回(

)人

⑤

託児の有無（○は１つ）

１．有り

２．無し

⑥

傍聴者への資料配布（○は１つ）

１．有り

２．無し

⑦

会議終了後の資料の回収（○は１つ） １．有り

２．無し

⑧

傍聴者からの意見の提出（○は１つ） １．有り

２．無し
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２．無し

問１９－１．貴団体では、
「事業計画」を策定する等の特定の目的のため、部会や専門委員会等を設置
していますか（又は設置する予定がありますか）。(○は 1 つ)
１．設置している

問１９－２へ

２．設置の予定がある

３．設置していない

問２０－１へ

問１９－２へ

【部会や専門委員会等を設置している又は設置の予定がある自治体に伺います。
】
問１９－２．部会や専門委員会の名称、役割、人数と構成メンバーの主な属性、開催頻度をお書きく
ださい（設置の予定がある場合は、現時点で可能な範囲でお書きください）
。
名称
役割（親会議との関
係、議論する内容）
人数、メンバーの主
な属性
開催頻度

平成 25 年 12 月末日現在（

）回開催

平成 26 年 1 月以降「事業計画」策定まで（

）回開催予定

（複数ある場合）
名称
役割（親会議との関
係、議論する内容）
人数、メンバーの主
な属性
開催頻度

平成 25 年 12 月末日現在（

）回開催

平成 26 年 1 月以降「事業計画」策定まで（

）回開催予定

問２０－１．貴団体では、子ども・子育て会議の運営等のために、庁内横断的な関係部署よる体制（課、
部等を超えた事務局体制や会議体等。業務上の打ち合わせ等は含まない。
）を設置して
いますか(又は設置する予定がありますか)。（○は 1 つ）
１．設置している

問２０－２へ

２．設置の予定がある

問２０－２へ
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３．設置していない

問２１へ

【庁内で横断的な体制を設置している又は設置の予定がある自治体に伺います。
】
問２０－２．体制の名称、検討事項、構成する部局名と主なメンバー、
（会議体の場合）開催頻度に
ついてお書きください（設置予定がある場合は、現時点で可能な範囲でお書きください）。
名称
検討事項

構成する部局名と主
なメンバー
開催頻度

平成 25 年 12 月末日現在（

）回開催

(会議体の場合)

平成 26 年 1 月以降「事業計画」策定まで（

）回開催予定

問２１．貴団体で、子ども・子育て会議に関して周知又は公表している情報についてお答えください。
（○はいくつでも）
１．
「新制度」の内容
２．子ども・子育て会議の趣旨・目的等
３．子ども・子育て会議の開催情報（開催日、傍聴の受付等）
４．会議資料
５．会議録（議事概要を含む）
６．その他（具体的にお書きください）

問２２．貴団体のホームページに、子ども・子育て会議のページを設けていますか。
（○は１つ）
１．設けている

２．設けていない

問２３－１．貴団体では、子ども・子育て会議で検討している内容(例：「事業計画」や地域の子育て
支援策等)について、地域住民向けに勉強会や説明会等を開催していますか(又は開催す
る予定がありますか)。（○は１つ）
１．開催している

２．予定している

３．開催していない

問２４－１へ

問２３－２へ
問２３－２へ
【地域住民向けに勉強会や説明会等を開催している又は予定している自治体に伺います。】
問２３－２．会の名称、目的、参加者、開催頻度等お書きください（複数ある場合は、代表的なもの
についてご記入ください）
。
名称
目的
参加者

地域住民（

）人、事業者等（

その他（具体的に
開催頻度

）人、
）人

平成 25 年 12 月末日現在（

）回開催

平成 26 年 1 月以降「事業計画」策定まで（
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）回開催予定

その他（事業計画の検討・推進、特徴的な取組など）
問２４－１．
「事業計画」の策定に当たり、子ども・子育て会議での検討の参考とするため、地域住民、
ＮＰＯ等の市民団体から意見の収集・集約を行っていますか（又は行う予定はあります
か）
。
（○は１つ）
１．行っている

２．予定している

３．行っていない

４．わからない

↓

問２４－２へ

問２４－２へ

【地域住民、ＮＰＯ等の市民団体から意見の収集・集約を行っている又は予定している 自治体に伺い
ます。
】
問２４－２．具体的にその内容をお書きください（意見の収集・集約の方法や会議での活用方法等）。

問２５．子ども・子育て会議は、事業計画策定後には、子育て支援施策の実施状況等を継続的に点検・
評価する役割が期待されていますが、貴団体において、現時点でイメージされている会議の
運用方法があれば、お書きください。
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問２６．貴団体において、子ども・子育て会議の運用上、独自の取組や特徴的な運用等を行っている
点があれば、自由にお書きください（詳細はお電話にてお伺いさせていただきます）
。

問２７．最後に、子ども・子育て会議を設置・運営したことにより、貴団体の子ども・子育て施策の
推進に効果がみられている点があれば、自由にお書きください。
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（２）地方版「子ども・子育て会議」の取組に関するアンケート調査票（会長対象）
問１．これまで、会議を運営する上で、会長として工夫されている点をお聞かせ下さい。例えば、
・地域の課題を具体的に把握すること
・委員間で問題意識の共有化を図ること
・委員が意見等を言いやすい雰囲気づくり
・委員同士がインフォーマルに意見交換できる場をもつこと
など、どのようなことでも結構です。

問２．会議の検討に、地域住民の意見等をどのように反映できるか、会議の運営上お考えのこと
をお聞かせください。例えば、
・地域住民との意見交換会を開く
・子育て世帯から意見や提案を受ける場を設ける
など、どのようなことでも結構です。
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問３．「子ども・子育て支援事業計画」策定に向けて、どのように会議を進めていくべきとお考
えですか。

問４．子ども・子育て支援新制度について、期待することや要望等、ご自由にお書きください。
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（３）地方版「子ども・子育て会議」の取組に関するアンケート調査票（委員対象）

問１．当該会議に参加されて、運営上工夫されているとお感じになった点があれば、お聞かせく
ださい。例えば、
・地域の課題を具体的に把握すること
・委員間で問題意識の共有化を図ること
・委員が意見等を言いやすい雰囲気づくり
・委員同士がインフォーマルに意見交換できる場をもつこと
など、どのようなことでも結構です。

問２．会議の検討に、地域住民の意見等をどのように反映できるか、お考えのことをお聞かせく
ださい。例えば、
・地域住民との意見交換会を開く
・子育て世帯から意見や提案を受ける場を設ける
など、どのようなことでも結構です。
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問３．「子ども・子育て支援事業計画」策定に向けて、どのように会議を進めるべきとお考えで
すか。

問４．子ども・子育て支援新制度について、期待することや要望等、ご自由にお書きください。
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内閣府子ども・子育て支援新制度
URL：http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html

