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内閣府委託調査 

地方版子ども・子育て会議の取組(市町村子ども・子育て支援事業計画)事例調査 

市区町村事例ヒアリング結果 

【千葉県 流山市】 
 

担当部署：子ども家庭部 

子ども家庭課 

連絡先：04-7150-6082 

 

１．子ども・子育て会議の進め方（工夫していること） 

①平成 27 年度以降の委員会・委員構成と委員数（特徴、委員構成上の工夫など）につい

て（予定可） 

子ども・子育て会議：委員 13 人 
（うち、児童福祉サービスの提供を受ける者１人 、児童福祉サービスを提供する者１人、私立幼稚
園協会を代表する者１人、民間保育所協会を代表する者１人、学童保育連絡協議会を代表する
者１人 、主 任 児 童 委 員１人 、学 識 経 験を有 する者１人 、教 育 委 員 会１人 、公 募 市 民３人 、公
募団体２人） 

 

②平成 27 年度の本会議の開催予定数、会議の方針・テーマについて 

平成 27 年度開催予定回数：３回 
会議の方針とテーマ：「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～」の評価
について 

 

③本会議を効率的・効果的に進めるために、工夫していること 

・本会議を円滑に進めるため、専門部会の設置をする。 
・事前に会議資料を送付し、合わせて、委員から意見も事前に聴取して、その意見を踏まえた資料で

審議することで、会議の回数を少なくしても、十分に意見聴取ができるようにする。 

 

④本会議を運営するに当たっての課題について 

・様々な立場から構成されているため、各立場の意見を生かせるような仕組みづくりの構築 
・２期目の「子ども・子育て会議委員」であるが、継続の委員が多いため、新しい委員との知識の差が

ある。 

 

２．子ども・子育て支援に関するニーズ把握（住民の意向把握）について 

①独自の調査の実施（対象者、調査項目、調査方法等）と活かし方 

アンケート調査 対象者：就学前の子どもの保護者 2,000 名、小学生の保護者：1,000 名 
        調査項目：子ども・子育て支援事業計画策定に関するニーズ調査 

ヒアリング調査 対象者：子育て関連施設等 20 か所 調査項目：子ども・子育て支援事業計画
策定に関するニーズ調査（子育てしやすいか、子育て支援に関しての意見等） 
ワークショップ 対象者：小学生までの保護者、子育てに関心のある方 

        調査項目：子育てしやすいか、子育ての現状・課題・解決方法等 
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②平成 27 年度以降に予定しているニーズ把握手法や住民の意向・意見収集等について 

・検討中 
 今後、本市の子ども・子育て会議の議論を踏まえて検討していきたい。 

 

③ニーズ把握や住民の意向把握における課題について 

・居住区域ごとにニーズが異なることも念頭に移行把握に努める必要がある。 
・多数の意見だけではなく、少数の意見にも真摯に向き合う必要がある。 

 

３．事業計画と実施について 

①計画の（位置づけ・基本理念・目標などにおける）特徴について 

※自治体内の各種計画(基本計画、次世代育成計画等との関連性など) 
・子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画の一体的な計画。 
・総合計画や障害者計画・障害福祉計画と整合させた計画。 

 

②子ども・子育て支援新制度全般についての推進体制の工夫・方法について 

・計画の実行を促し目標を達成するため庁内の連携を図る。 
・地域やＮＰＯ、企業と連携を図り計画を推進する。 

 

③計画や事業等の広報や周知方法について 

・関係機関への計画書の配布、市広報・ＨＰでの周知に取組んでいる。 
・流山子育てネット設立準備会が主催する子どもをみんなで育む計画シンポジウムの後援。 

 

④事業計画における課題について 

・ニーズ調査の結果、実際のニーズ、今後の整備予定等を勘案し、計画の見直し時には、より精巧な
計画になるよう取り組んでいく。 

 

４．子育て支援の具体的内容について 

①教育・保育の提供体制に関し、認定こども園の普及も含めて、基本的な考え方や計画の

具体的な内容について（幼・保・小の連携の推進についての考え方や取組方針について） 

・認定こども園は今後ニーズが高まることが考えられることから、幼稚園・保育所からの認定こども園への
移行や新設の認定こども園の整備などを検討する。 

・質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するには、保護者のみならず幼稚園教諭、保育士等の
専門性や経験が重要になるため、教育・保育の一体的提供に関する意義や課題を共有できるよう、
幼稚園教諭と保育士の合同研修の開催等の支援・実施を検討する。 

・発達段階に応じた質の高い教育・保育、地域子育て支援事業が適切に提供されることが重要であ
り、地域社会全体ですべての子育て家庭を支えていけるよう、子育て支援施策を推進する。 

・満３歳未満の子どもを保育する地域型保育事業について、満３歳以降も継続して質の高い教育・
保育が受けられるように、教育・保育施設と地域型保育事業者の円滑な連携を推進する。 

 

②妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援についての基本的考え方や方策について。 

・産前・産後休業後、育児休業後、待機児童問題、小１の壁（就学前までは保育サービスを利用
できていたが、就学後に学童保育を利用できない）等、子育て支援に切れ目が出来てしまうことが子
育てに対する不安の一因である。 
 いつでも、だれでも、安心して子育てができるように、妊娠から出産、子育ての流れの中で切れ目のな
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い支援を実現していくことが重要である。 

 

③子育て支援に関する理念や子育て支援施策の基本的考え方を示す条例や指針の有無と、

その内容について。 

・本市では、すべての子どもと親が笑顔で過ごすことができ、各家庭が地域社会と連携、協力をしながら
安心して子どもを産み育てられる社会を実現するため、「子どもの最善の利益が実現され すべての子
どもが健やかに育ち 地域全体で子育てできるまち 流山」を基本理念として、子育て支援の施策を
推進する。 

・平成２０年４月１日に、「流山市子育てにやさしいまちづくり条例」を施行した。この条例は、子育
てにやさしいまちづくりを推進するための基本理念、基本方針、責務等を定めることにより、市、市民、
事業者及び学校等が一体となって、子どもの健やか成長を願い、次代を担うすべての子どもの幸せを
図ることにより、活力ある元気な流山市を実現することを目的とする。 

 

④地域子ども・子育て支援事業（13 事業）について（特に自治体の特徴や課題解決に当た

って力を入れている事業について、特色や地域課題の解決への生かし方など） 

・学童クラブ関して、中部、南部を中心に整備し、公設民営型の学童クラブだけではなく、民設民営型
の学童クラブを検討する。 
・延長保育事業は、新規開設園においても実施する。 
・幼稚園の預かり保育実施を推進する。 
・利便性向上のため、ファミリーサポートセンターの実施施設数を増設する。 
・利用者支援事業（特定型）として子育て支援総合窓口を開設する 

 

⑤自治体独自に実施する事業（13 事業以外）について。 

・送 迎 保 育 ステーションを利 用 し、市 内 の保 育 所まで送 迎 することは、保 育 所 利 用 者 の利 便 性の向
上に繋がるため、送迎保育ステーションをさらに充実させる。 

・赤ちゃんほっとスペースの普及（乳幼児を持つ保護者への子育て支援として、外出時に授乳やおむつ
替えなどができるよう、公共施設や民間施設（保育所・商業施設等）の場所や授乳用のお湯の提
供している） 

（送迎保育ステーション） 
・つくばエクスプレスの整備等により、子育て世代が多く流入したことなどを背景として、都心への通勤に
便利な立地の保育所に入所希望が集中したため、市内の保育所入所者数の均衡を図るとともに、
待機児童解消及び児童の送迎を行う保護者の負担軽減を図るために実施している。 

・社会福祉法人に事業を委託し、市内２か所（おおたたかの森駅前と南流山駅前）に送迎保育ス
テーションを設置し、送迎保育ステーションと市内の指定保育所をバスで結び、登園・降園することが
できるシステム。朝（登園）もしくは夕方（降園）のどちらかだけの利用も可能。 

・サービス対象者は、保育所に入所している児童で、居住地と保育所が離れていて送迎が困難なこと
や、保育所の開設時間が保護者の通勤時間等と調整が容易ではない等の理由により、送迎保育
ステーション事業の利用が必要な児童。 

・2 か所で 7 台のバス（７ルート）により、平成 26 年度はのべ 46,572 人が利用。 
・平成 27 年度の事業費は 76,841 千円。うち、約 20,000 千円は国からの補助、約 50,000 千
円を市が負担。 

 

⑥子育て支援の具体的な内容に関する課題について 

・保育所の整備等のハード面だけでなく、数では把握できないソフト面での支援が課題である。 
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５．事業の点検・評価･見直しの仕組みについて（今後の支援事業計画見直しに

当たって） 

①評価・見直しに対する考え方（着眼点・活かし方） 

・各事業の担当課による進捗管理と合わせて、利用者による評価を取り入れる仕組みを検討する。 

 

②評価指標の有無とその内容・方法（根拠）について 

検討中。 

 

③評価の体制（内部評価、外部評価など）について 

・内部評価：子ども・子育てに係る諸計画策定委員会（１部長、２６課長） 
・外部評価：まちづくり達成度アンケート（毎年度）や利用者アンケート 

 

④これまでの取り組みにおける成果（地域が変わってきたこと等） 

・本市では、保育所を整備することにより、子どもが増え続けているにもかかわらず、待機児童数が減って
きている。 

 

⑤事業の点検・評価・見直しに関する課題について 

・利用者等の外部からの評価を拾い上げる仕組みの構築。 

 

６．都道府県や関係機関との連携について  

①都道府県の支援体制やバックアップの現状、及び今後期待する支援等について 

・子ども・子育て支援新制度における新たな事業（補助事業も含む）について、早期に都道府県での
実施も検討してほしい。 

 

②関係機関・団体との連携状況と、連携における工夫・配慮などについて 

特になし。 
 

７．今後に向けて 

①子ども・子育て支援施策を推進する中で、財源を捻出するための工夫や、最も重要な課

題とその解決に当たっての方向性について 

・女性の社会進出のための保育所整備が求められているが、ハコものばかりが増えると将来的に各市が
負担を抱えてしまう可能性があるので、単独市で整備するよりも、共同整備を検討していく必要があ
る。 

 

②子ども・子育て支援施策を推進する当たり、特に気をつけている点、配慮している点、

振り返ってみての苦労や工夫したこと 

特になし。 

 

 

 

③国への提言、あるいは期待すること 

子ども・子育て支援新制度の財源は、消費増税分が充てられる予定だが、新制度で新たに創設された
補助金制度の継続と財源確保を願う。
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＜自治体の特徴（基本情報）＞ 

都道府県名：千葉県 
市区町村名：流山市 

記入者部署：子ども家庭部 子ども家庭課 
記入者名：  

① 人口（2015 年５月１日）    173,797 人 
② 面積    ３５．３２ ㎢ 
③ 未就学児童数    10,738 人 
④待機児童数 
 

2014 年 10 月時点     ８８ 人 （国基準） 
2015 年 4 月時点     ４９ 人 

④ 出生数 平成 25 年度：1,706 人 平成 26 年度：1,686 人 

⑤ 合計特殊出生率 平成 25 年度：1.50   平成 26 年度： 

⑥ 人口流出入数 平成 25 年度：流入 8,985 人 流出 7,644 人 

平成 26 年度：流入 9,877 人 流出 7,445 人 

⑧保育園・幼稚園・認定こどもの設置状況 
（2015 年 4 月時点） 

保育園：公立 ５件、私立 ２５件 

認定こども園：計 ０件（公立  件、私立  件） 

幼稚園：公立 １件、私立 １０件 

⑨子ども・子育てを巡る自治体の特徴 「母になるなら、流山市」。キャッチフレーズに子育て住環境整備な

どの充実に力を入れている。通勤時に駅で子どもを預けて保育所に

送迎するシステム「駅前送迎保育ステーション」をはじめ、親子サ

ロンや子育て講座、教育環境など様々な角度から子育てのサポート

をしている。 

⑩子ども・子育て支援関連予算額（※） 平成 26 年度：6,252,180,250 円 

平成 27 年度：6,376,120,000 円 

⑪子ども・子育て施策を進めるための庁内
組織について 

庁内組織数：１件 

（組織名称）子ども・子育てに係る諸計画策定委員会 

※庁内横断組織をもつ場合は、参画する部署名： 

子ども家庭部長、子ども家庭課長、保育課長、企画政策課長、総務課長、財

政調整課長、コミュニティ課長、社会福祉課長、高齢者生きがい推進課長、

介護支援課長、障害者支援課長、健康増進課長、商工課長、都市計画課長、

建築住宅課長、宅地課長、まちづくり推進課長、みどりの課長、道路管理課

長、道路建設課長、教育総務課長、学校教育課長、指導課長、生涯学習課長、

公民館長、図書・博物館長、予防課長 

地方版子ども・子育て会議運営の予算額： 

平成 26 年度 ８０１千円 

          平成 27 年度 ３００千円 

（※）子ども・子育て支援関連予算額については、基本的には新制度に関連する幼稚園、保育所、認定こど

も園に係る給付費及び地域子ども・子育て支援事業に係る予算額の総額を念頭においていますが、貴市

区町村において整理されている既存の額を記載していただければ充分です。  
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＜子ども子育て支援事業について＞ 

① 地域子ども・子育て支援事業（１３事業）について（子ども・子育て支援法５９条） 

 
事業名称 平成２６年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

① 利用者支援事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

無し 

 

基本型：  箇所 

特定型： １箇所 

母子保健型：  箇所 

今後の方向性：平成２７年度に１か所

設置する予定である。 

 

② 地域子育て支援拠点事業 

14 箇所、延べ利用者数 53,033 人 一般型：15 箇所、延べ利用者数 91,356

人 

連携型:  箇所、延べ利用者数  

人 

今後の方向性：量の見込みに対応する

施設数 

③ 妊婦健康診査 

受診者数：2,816 人（実数） 延べ受診者数：23,800 人 

今後の方向性：量の見込み（健診回数）

に対応する実施体制を整える。 

 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

訪問世帯数：1,609 件(対象世帯の 89.4%） 訪問世帯数：1,647 件 

(対象世帯の 91.5%） 

今後の方向性：量の見込みに対応する

実施体制を整える。 

 

⑤ 養育支援訪問事業 

訪問世帯数： ７件 訪問世帯数：８７件 

今後の方向性：量の見込みに対応する

実施体制を整える。 

 

⑥ 

 
 
 

子育て短期支援事業   

ショートステイ事業 

 1 箇所、延べ利用者数 22 人  1 箇所、延べ利用者数 319 人 

今後の方向性：現在の提供体制を維持

する。 

 

トワイライトステイ事業 

 1 箇所、延べ利用者数 0 人   箇所、延べ利用者数  人 

今後の方向性： 

 

 

⑦ 
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業（子育
て援助活動支援事業） 

延べ利用者数：6,696 人 実利用者数：2,464 人 

依頼会員数：776 人 

提供会員数：276 人 
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事業名称 平成２６年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

両方会員数：43 人 

今後の方向性：提供会員の確保を推進

する。利便性向上のため、実施施設を

増設する。 

⑧ 一時預かり事業 

11 箇所、延べ利用者数：11,027 人 13 箇所、実利用者数：7,330 人 

今後の方向性： 

・幼稚園の預かり保育を実施する。 

・ファミリー・サポート・センターの

実施施設数を増設する。 

・ショートステイ、トワイライトステ

イについては、現在の提供体制を継続

する。 

⑨ 延長保育事業 

 26 箇所、延べ利用者数：109,649 人  30 箇所、実利用者数：2,369 人 

今後の方向性：新規開設園においても

延長保育を実施する。 

 

⑩ 病児保育事業 

 2 箇所、延べ利用者数：105 人 

 （病後児保育） 

 2 箇所、延べ利用者数：536 人 

今後の方向性：現在の提供体制を確保

するとともに、病児保育事業の実施を

検討する。 

 

⑪ 
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業） 

高学年：21 箇所、延べ利用者数 751 人 

低学年：21 箇所、延べ利用者数 11,604

人 

高学年：23 箇所、実利用者数 143 人 

低学年：23 箇所、実利用者数 1,156 人 

今後の方向性：公設民営型だけではな

く、条例の要件を満たした民設民営型

の施設装備を検討する。 

中部地区、南部地区を中心に整備行

う。 

⑫ 
実費徴収に係る補足給付を行う
事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

無し 

 

（具体的な事業内容・方針・見通しに

ついて） 

国の動向を勘案しながら検討する。 

 

⑬ 

多様な主体が本制度に参入する
ことを促進するための事業（新
規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

無し 

 

（具体的な事業内容・方針・見通しに

ついて） 

国の動向及び市内の事業者の意向を

踏まえて検討する。 
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