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Ⅳ．地方版子ども・子育て会議の取組に関する会長・委員の主なご意

見まとめ 

 

本章は、ヒアリング対象とした 30 自治体の地方版子ども・子育て会議の会長と委員一

人を対象に、自治体を通じて配布したアンケート結果のまとめです。ご提出いただいた回

答を、問ごとに、テーマ別見出しをつけて整理しました。 

 

問１．当該会議について、運営上工夫された点、または工夫されているとお感じ

になった点についてお聞かせください。 

 

１．委員が意見を出しやすい環境をつくる 

（１）会議の準備段階の工夫について 

●資料の事前配布 

・事前に会議資料が送付されたことにより、会議参加の準備ができた。 

・会議資料は極力事前配布とし、会議の際は意見等が言いやすい雰囲気づくりに努めた。 

・会議当日に使用する資料を前もって送付し、内容を把握しておいていただくことで当日

の説明の時間を短縮し、その分意見交換の時間を多くした。 

・各委員に対して、事務局より資料を事前配布し、事前説明をきちんと行った。 

 

●事務局と委員長などとの事前の打ち合わせ 

・事務局とのすり合わせ、意向の確認を行い、“落としどころ”を想定しながら進めた。“落

としどころ”の中に市の特徴をふまえた、子ども・子育ての理念形成を含ませていった。 

・まず、事前打ち合わせで、事務局が準備した説明資料について、会長が疑問に思ったこ

とや会議で質問されるであろう資料は修正・追加してもらい、委員にはできるだけ内容

を理解してもらってから検討に入るようにした。 

・会議前に市担当課が協議事項関連団体の意見を吸い上げ、会長と打ち合わせを行ったた

め、意見交換も多かったが、比較的スムーズな運営となった。 

 

●事前の勉強会や意見書の提出 

・会議は限られた時間での検討となるので、事前に質問・意見書を提出していただいた。

また、会議では必ず意見・感想など委員すべてが発言できるよう配慮した。 

・事前の事務局との勉強会で方向性を定めつつ進行でき、ありがたかった。 

・事前の意見書や質問書があると会議がより充実すると思う。 

・会議開催前にスーパーバイザーを招き、会議の方向性や課題等の共有化のためのアドバ

イスや意見をいただいた。 

 

（２）会議の進行上の工夫について 

●意見を言いやすい雰囲気づくり 

・出席者ができるだけ全員発言できるような司会進行を心がけた。 

・会議において、委員全員が発言の機会を得られるよう配慮した。 

・意見の出やすい雰囲気をいかに作るか（声のトーン、表情、全体を見渡す、発言の偏り

をなくすなど）を工夫した。 
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・地域課題の具体的な把握のために、委員が意見等を言いやすい雰囲気づくりを心掛け、

できるだけ時間をかけて発言を待った。 

・実際の会議では、委員と事務局の一問一答形式を避け、出された意見が深掘りされてい

く運営を心掛けると同時に、他者の意見の批判につながらないような意見交換を心掛け

た。具体的には、会長が、委員の一人として説明に対する解釈や意見を交えながら、委

員と意見交換をする形をとった。 

・会議の進め方のポイントとしては、「意見を出しやすい会議の運営」、「委員の参加意識を

高める」、「住民と信頼関係の中でコミュニケーションをとる」ことかと思う。 

・力点を置いたのは、「意見を出しやすい雰囲気の会議」「一般の方からの質問や意見に対

し、会議の進み具合や自分なりの意見を伝えられる委員になってもらう」の 2 点。 

・各委員の意見を出しやすい雰囲気になるよう議事進行を工夫した。そのことにより委員

の発言が積極的になり、建設的な意見がたくさん出された。 

・会議では子育て当事者の参加と発言が求められているので、積極的に発言を促した。子

育て当事者としての視点が計画に反映してよい点もあったが、個人の見解をどのように

大きな計画の中で活かすのか、難しい点もあった。 

・委員同士がインフォーマルに意見交換した。 

・対立意見は双方を尊重し、肯定的な場とすることに努めた。 

・会長の司会進行は今何をすべきかをはっきりさせて下さっていたので、話題が横道にず

れた時などでも会議がスムーズに進んだと思う。託児サービスを利用されていた委員さ

んもおられ、市の会議では他にはないサービスで大変良いと思った。 

・地方版子ども・子育て会議に興味のある方、一般からの公募委員も含めて会議が持たれ

たことや、会長の方が分かりやすく説明されたこと、委員が発言しやすいように場を盛

り上げるなど雰囲気づくりに心掛けることといった工夫があった。 

・よい事務局、会長に恵まれ大変和やかな中で委員一人一人、意見が出しやすかった。 

・委員の皆さんの意識が高く、じっくり時間をかけながらできたと思う。 

・会長はじめ事務局の丁寧な進行のおかげで、委員の一人として、とても参加しやすい会

議であった。 

・傍聴者に対して、声かけをして回った。 

 

●事務局と委員会との役割分担 

・官民協働のスタンスでお互いがカバーしあい、それぞれができる事を進めていくことと

し、それを１回目の会議で確認した。 

 

●分かりやすい資料の作成や説 明 の仕方の工 夫 

・市の特性として、市街地と山間部とで 3 歳未満児保育のニーズ等状況の違いが大きいの

で、違いが分かるような資料作成や説明に留意した。 

・ＰＴＡ関係者として出席したが、前任者の引き継ぎとして任期の後半を担当した。通常

こういった場合、これまでの流れについては情報が無く、意見交換に参加しにくいもの

だが、今回事務局では過去の資料や議事録をもれなく用意し、さらに口頭での補足説明

をするなど、きめ細かな対応をしていただいた。 

・事務局から新制度についての理解しやすい資料が提示され、説明も分かりやすかった。 

・地域課題を具体的に把握するためのアンケート調査内容を吟味し、集計結果についても

表やグラフを用いて分かりやすくまとめられていた。 

・制度に関するわかりやすい資料の提供。複雑な制度が分かりやすい資料によって委員に
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説明されたため、制度そのものの理解に多くの時間を割くことなく、円滑に必要な議論

を進めることができた。 

・就学前の子どもがいる全ての世帯及び小学生の子どもがいる全ての世帯に対してニーズ

調査を行うとともに、幼稚園・保育所をはじめとする市内の主な子育て支援施設にもヒ

アリングシートによる調査が行われ、市内の子育ての現状（保護者ニーズ）について詳

細かつ説得力のあるエビデンスが提供されることにより、委員が共通認識をもって議論

が進められるよう工夫されていた。 

・机の配置などで委員が主役として意見交換できる空間づくり 

 

（３）委員の質問や疑問点への対応について 

●質問シートなどで疑問点を把握、素早い回答 

・委員用の質問・意見シートが作成され、会議の前後の期間にいつでも提出できる体制で

あり、提出されたシートはすべて会議資料として配布された。 

・疑問点を出された委員には、可能な限りその場で事務局からの回答を出していただくよ

うにした。 

・希望された資料については、後日郵送の形で応じた。 

・欠席した委員からも、書面等により意見を求めた。 

 

●資料内容等の理解を深める説明や対応 

・委員それぞれに、制度についての理解が不十分な面がみられたが、会議の時間的制約に

とらわれることなく、事務局との間で十分に質疑を重ね、新制度への理解を深めていく

ことができた。 

・会議の中で、委員の疑問が事務局の説明だけでは解決せず、今後の会議の展開に大きく

左右すると判断したときは、管轄事務局や自治体内の学校、近隣市町教育委員会から担

当者に来ていただき、事例報告、経験談などを聞く機会を作った。 

・委員の質問に対して、委員間の意見の交流や事務局から説明が十分に尽くされるよう留

意した。 

・時として議論が後戻りすることもあったが、一定の合意が見られるまで意見を交換して

もらった。 

・あらかじめ会議の回数は行程表で示したが、必要があれば回数を増やすこともあること

を委員に知らせ、十分に協議を尽くす意図があることを示した。 

・市内における子ども・子育てをめぐる現状の詳細な把握（情報共有）に基づく議論 

 

（４）委員構成や委員会開催日時の工夫について 

●多様な意見が引き出せるような委員構成 

・子ども・家庭支援、福祉、行政に精通した議長による会議進行がなされ、多様な面から

課題や対策を引き出し、熱く真摯な検討を重ねる、闊達で充実した会議内容となった。 

・委員会の委員構成については有識者（元小学校長・幼稚園長・保育所長・総合計画審議

会委員、保健所長）、各種関係団体（民生委員児童委員協議会・社会福祉協議会・療育教

室）、子育て世代の保護者（幼稚園・保育所・小学校の代表）からなり、幅広い年代層と

経験、立場からの意見が収集しやすく工夫されていた。 

・事務局の構成メンバーも福祉課・教育委員会・保健課というように合同で構成されてお

り、委員の意見や質問に即座に対応できるおかげで、意見が出やすくなっていた。 

・子育てに関わりのある方の意見が反映されるように、委員に子どもの保護者、子育て事
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業従事者、公募委員を入れていた。また、会議の開催時には保育サービスを実施するな

どの工夫がなされていた。 

・構成メンバーの人選は、学識経験者や各種団体代表だけでなく、子育て当事者や移住者

など、非常に幅広いものである。そのため、事務局や作業部会の事業案なども、会議で

大変良い推敲やアイデアが出され、良い結果となっているように思う。 

・いろいろな団体の方の参加があることで様々な意見交換ができた 

・会議のメンバーが多様であったと思う。若い人も多くよかった。子育て中の親の方も多

く、積極的な意見があったと思われる。 

・本会議の委員構成メンバーには各団体の現場の方が多かったので、現場の様子がとても

伝わってきて良かった。 

 

●委員が参加しやすい時間の設定 

・会議の開催日や時間の設定について、各委員が出席しやすいように工夫した。 

・保育所のお迎え時間に間に合うように会議の時間を設定した。 

・委員が会議に出席しやすいよう、夜間の会議を多く行った。 

・会議の日程調整に当たってはできるだけ多くの方にご出席いただくよう、配慮をしてい

ただいた。 

 

２．地方版子ども・子育て会議の下に専門部会やワーキンググループ、勉強会等

を設ける 

●部会の設置により専門性の高い議論が展開 

・委員が 30 名弱と多く、毎回全員が集まって議論するよりも、部会を設置し、審議事項

に関わりの深い少人数で素案を練るという方法が効果的だと考えている。そのため、複

数の部会を設置し、それぞれの部会で検討した内容を審議会に諮り、決議するという形

で審議を進めた。各部会の運営は部会長にお任せしたが、適宜、事務局から報告いただ

いた。地方版子ども・子育て会議では、これまで部会で検討されてきた内容を尊重しつ

つ、その部会に入られていない委員から意見をいただくなど、より多くの視点が入るよ

うに心がけた。 

・現職の幼稚園長と保育所長で組織する検討委員会が立ち上げられ、現場の意見を収集す

ることもできた。この検討委員会単独でモデル園への視察も実施され、現状報告を受け

ることもできた。 

・事務局と委員会のメンバーが合同で、先進園への視察研修を行った。 

・小部会を設置し、委員同士が意見交換できる場を設定した。ただ構成人数が少なくなっ

たからとはいえ、やはりフォーマルなものなので、より深く突っ込んだ議論にはなりに

くかった。 

・部会では、少人数制で委員からも意見等が言いやすかった。どんな意見に対してもしっ

かり対応してもらえた印象を持っている。そのことが、委員同士の活発な意見交換につ

ながったと思う。 

・会議のメンバー全員を小部会に振り分け、そこでグループワークしながら意見の集約を

行った。また小部会の議論が、親会議のメンバーに共有されるのが難しいと感じたので、

その都度説明や資料の配付を市役所担当者に依頼した。 

・自主的な活動として、地方版子ども・子育て会議をより機能させ、「会議はいかにあるべ

きか」を検討するために、委員有志による部会を作り活動した。率直な意見交流がなさ

れ、アンケート調査だけでは見えてこない、伝わってこない切実な要望等や潜在的ニー
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ズを把握する必要性が浮上した。 

 

●少人数での意見交換の場 

・大きな会にするとかしこまってしまい、リアルな声が出にくいと思う。会の一部にでも

小グループによる意見交換会を設けるなどして、様々な立場の方からの意見を出しても

らう努力が必要だと思う。 

・子育て当事者が気楽に集まって談義する機会を生み出した。 

 

●委員の自主的な勉強会や視察、ワークショップの開催 

・外部講師を迎え、委員の自主的な勉強会を開催した。 

・委員による自主的な町民・関係者向けワークショップ（子育てミーティング）を開催。

制度説明、ラベルワーク、質疑応答などを通して理解を深め、アンケートに現れない町

民のニーズを把握した。 

・委員自らが新制度や 13 事業などの先行事例等について調査・研究し、発表するなどの

機会を設けた。 

・①内容を録音する、②事務局は録音内容を確認する、③議事録を公開する、④議事録に

は発言委員名を記載しない、の４点を確認した上で、事務局・オブザーバーを入れず、

ワークショップ形式で委員だけの意見交換を実施した。この非公開委員会で、かなり進

展したと思う。 

・新制度についての公開ワークショップ形式の開催後に、内閣府担当職員がファシリテー

トする委員同士の意見交換会が行えた。 

・委員以外向け勉強会を実施した。 

・私立幼稚園の方々が、今後のあり方を考えるための勉強会を自主的に計画し開催するお

手伝いをした。 

・大学キャンパスで研修会を開催した。 

・委員が地域課題の把握を行った。具体的には、放課後児童クラブの現地調査を実施し、

実態把握を行った。 

・アンケート（ニーズ調査）の回答が増えるよう、委員が調査票を研究・工夫し、回答し

やすい文言とした。 

・委員会向けの勉強会への開催は、都合上参加できないこともあるが、どこがどうなのと

いうことが理解できるので開催してほしい。参加場所を選択できるよう、今後もお願い

したい。 

・既に小学校の統合を経験された近隣市の関係者にも出席してもらい、話を聴く機会を 

持った。 

・毎回傍聴者がいたが、委員だけで本音を出し合う場を設けるため、傍聴者や事務局に参

加してもらう時間をずらすなど配慮してもらうことで、とことん話し合うことができた。 

 

３．委員への配慮 

●保育サービスの実施 

・小さいお子さんがいる委員のための保育サービスがついていた。 

・私自身の子どもが２～３歳だったので、保育サービスが無料で受けられたのは大変あり

がたかった。副会長は市民公募委員から出すことになっていたが、私のような小さいＮ

ＰＯ法人の代表が副会長になることで、他委員も多少意見を言いやすい雰囲気になった

のではないかと感じた。 
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・小さい子どもがいたので、子連れで参加しても大丈夫とおっしゃっていただき助かった。

子どもが会議中にお絵描きしたり、おやつを食べたりするのを、あたたかく見守ってい

ただいた。 

・保育サービスがあることで、子育て家庭の保護者も委員会に安心して参加できたと思う。

当事者からの意見が委員会で聞けることはとても良かった。 

・保育託児サービスが整っていたため、小さい保護者のいる委員は喜んでいた。 

 

●懇親会の開催 

・懇親会などを兼ねながら、フリートーキングの場を設けた。 

・支援事業計画策定にあたり、会議が 10 回開催され、周到な準備と円滑な進行において

も毎回会議時間が超過したが、委員の出席率は高かった。会議終了後に 3 回程度、アッ

トホームな懇親会が行われ、市担当者や委員の交流・理解が潤滑化された。 

 

●要望、意見 

・国から出された資料の内容が複雑・専門的だったので、会議の内容も難しくなりがちな

上に、検討すべき項目・内容も多かった。月 1 回、約 2 時間の会議を 7 回開催したの

で委員の負担は大きかった。 

・会議の回数や時間をもう少し増やしていただければと思う。膨大な資料を読み込んで落

とし込むには時間も必要であり、会議の中で未消化な意見交換で終わってしまうことも

しばしばあったように感じる。 

・資料をいただく際に、私たち市民には分かりにくい内容や表現が多く、分からないこと

も多かったように感じた。 

・公募委員をもっと増やしていただきたい。なぜならば、教育や保育、他の施設など権威

のある方々の意見も必要かとは思うが、私たち公募委員にとってはここで意見を言って

いいものか、内容的に躊躇してしまうことなどが多々あったからである。市民に身近な

意見も複数聞いていただきたいと感じた。 
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問２．会議の検討にあたり、どのようにしたら地域住民の意見等を反映できると

お考えですか。これまでの経験も含め、お考えをお聞かせください。  
 

１．委員が背景とする所属母体や組織の意見を会議に反映させる 

●所属団体の代表としての意見 

・多くの委員が出身団体や組織を背景に持っているから、そこでの最大公約数的な意見を

出されていると感じていた。 

・幼稚園の園長が、保護者会等で説明会や質疑応答の会を実施した。 

・委員は子ども・子育て分野における専門・公的機関・一般の立場で、それぞれ現場に身

をおく方々であった。各委員が意識して子どもや将来についてのアンテナを立て、住民

の声や実態を捉えて会議に臨み、発言した。 

・ＮＰＯや市民団体、幼稚園や保育所の保護者代表等が、それぞれの母体から意見を吸い

上げて会議に反映させることができると思う。また、課題を共有する複数の委員が中心

となって、会議の分科会としての意見交換会で議論してもらうことも有効であろう。 

・委員の選定に当たって、地域や職業、子育て世代等バランスに配慮されていた。 

 

●子育て当事者としての意見 

・地方版子ども・子育て会議の委員は、児童福祉や学校教育の関係者、子どもや保護者を

支援する団体の代表者のほかに、「市民の代表者」として、市議会議員と子育て中の市民

（在宅・幼稚園・保育所・小学校の子どもの保護者）が参画していた。そうした委員に

は、部会にも参画いただき、市民・利用者の視点から意見をいただいた。 

・なかなか生の声は収集しにくいが、母親である委員は保護者の話を聞く機会が多いた 

め、保護者の意見を会議の中で聞かせてもらい、情報を得ることもあった。 

・委員全員で協議するほか、ワーキンググループや専門部会など、より小単位のグループ

で協議を行う場を設定してはどうか。行政も混じって協議することにより、様々な意見

を聞くことができ、市民、行政双方にとっても理解が深まると考える。 

・全体会議も必要とは思うが、専門的立場での会議の場があっても良いのではないか。 

 

●地方版子ども・子育て会議の公開、情報提供 

・委員会の傍聴者は市会議員のみで、市民の傍聴者はいなかった。傍聴者を増やし、意見

や感想をアンケートに記入してもらうことが必要では。 

・地方版子ども・子育て会議のアピールが必要。例えば、各種団体の窓口に子育てについ

ての意見箱を設置するなど。 

・傍聴者は限られる傾向にあると思うので、今後の課題であると思う。 

・大きな改革のため、全体像だけでなくそれぞれの改革要素を把握し、より良いあり方を

イメージすることが困難であるように思う。地域住民の方々が内容の理解とともに意見

を言うためには、情報の整理と知らせるための媒体が的確に選択され、多くの人にその

情報を提供する工夫が必要である。 

 

２．直接的に住民の声を聞く機会の設定 

●ミーティングや意見交換の場、ワークショップ等 

・事務局、委員を含めたタウン・ミーティングや、利用施設に出向くアウトリーチ型ミー

ティング、地域ごとの制度説明会の開催を行った。 

・「住民向けの啓発活動（勉強会）」と、「住民の意識と住民の生の声としての要望・意見な
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どの収集」の 2 点が必要だと認識し、「子育てミーティング」という集会を実施した。「子

育てミーティング」はとても有意義な会となり、計画の作成に役立った。また、参加者

が中心となって新たに放課後児童クラブが設置され、平成 27 年 4 月から活動を開始す

るなど、この集会に触発されて地域が動き出し、具体的に成果となった事例がある。 

・ワークショップなどの直接の声を聞く仕掛けが必要。制度の詳しい説明を受けて、初め

て顕在化したニーズがある。また、説明を受けたり意見交換を行ったりすると、住民の

当事者意識が増すので、事業を自分たちで創る機運が生まれた。 

・保育所や幼稚園のＰＴＡ総会等に出向き、事業計画を周知したり、意見を求めたりする

など、「直接に意見を受ける場を設けることが必要」と会議で提案されている。 

・会議の中で私たち公募委員が代表として、市民の方々の意見を言ったとしてもなかなか

反映されない未消化な気持ちが多かったように感じた。やはり、意見交換会なるものを

定期的、地域ごとに頻繁に開催して、その中に市の職員の方々が入るような、外部の活

動が必要だったのではと感じる。 

・子育てとは直接関係がないと考えられる地域住民や当事者である子どもなど、子育てへ

の関心を深めていくために、多様な市民から意見を聞く機会を設ける。 

・子育て世帯が集まる場所、例えば子ども支援センターや各地域の広場などで会議をして

みたらいろいろな意見が集まるかと思う。会議の本番は無理でも、プレ会議とか模擬会

議みたいな形で。 

・地方版子ども・子育て会議主催の住民との意見交換会を開催し、意見聴取を行った。な

ぜ、地方版子ども・子育て会議主催かというと、行政の主催にすると「内容は最初から

決まっている」ことであって、「説明会を開催する目的は、住民から意見を聞いたという

形づくり、ガス抜き」ととらえる人も多く、「いつ決めた！」「誰が決めた！」「そんなの

聞いてない！」「何の相談もなしに！」という類の反対意見をすることを目的に参加され

る人たちがいるから。 

・地方版子ども・子育て会議が主催した住民との意見交換会は、「我々がこれまでどんな活

動をし、いまどのように考えていて、それについて皆さんの意見を聞かせてほしい」と

いうスタンスで開催した。行政の説明会と違うところは、「あくまでも聞くことを目的」

としたところ。行政懇談会などでは、意見に対しては、議会答弁のようになることがほ

とんど。一問一答で完結させてしまうと、発言者は、「自分の意見を持ち帰って検討して

もらえる気がしない。」というもので、それで、住民にとってやり込められた感を感じさ

せ、フラストレーションを溜める。 

・地方版子ども・子育て会議では、認定こども園や学校の再配置という宿題ももらってい

たので、住民との意見懇談会は、3 地域 2 回ずつ、合計 6 回開催し、委員にはできるだ

けどこかの会場に参加してもらうようにした。 

・保育所、幼稚園、学校、乳幼児健診の場等へ出向いての出前意見交換会を実施した。 

・地域住民や子育て世帯との意見交換等を行い、意見が反映できれば理想と思う。 

・パブリックコメントでの市民の意見は不十分（ほとんど無いに等しい）なので、今後子

育て世帯や青年会議所等の若手起業家との懇親会などを開催しながら意見を収集したい。 

・広報などによる文章の配布やアンケートなどでは限界がある（実施そのものを否定する

ものではないが）。本来の意見を引き出すには、フェーストゥフェースの意見交換会など

を、小規模でもいいので繰り返すことが必要であると考える。 

・グループワークを行うと少人数になり、意見も言いやすいのでは。また、グループの中

に普段は接することの少ない方達（保護者、子育て支援関係者、行政の方など）が混ざ

るのがいいと思う。 
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・グループワーク参加者が、「要望」という意識を変えて、「自分たちが住むこの町の子育

てを、どうしたら子育てしやすいまちにできるのか」という発想で行うことが大事だと

思う。このような意見交換会を行うテクニックを学ぶことが必要。 

 

●子育て当事者の声を聞く機会 

・ニーズ調査は、表に出てこない隠れたニーズをどれだけ把握できるかが鍵となるが、保

護者の代表の方ばかりではなく、できるだけ多くの保護者から意見を聞く機会を設ける

ことが必要と考える。 

・意見交換会は、子育て世帯がいつも利用している子育て支援拠点などで行い、その際に

は、子どもがいてもＯＫなど参加しやすい場を設定する。1 回だけでなく平日や休日に

も開催する。意見を言いやすい雰囲気づくりを行うため、例えば、グループワークの時

間を持ち、ファシリテーターをつけてスムーズに話ができるようにする。 

・自ら声を上げにくい人々（貧困や障害など）の意見や考えを汲み上げていくためには委

員自らが意識的、積極的に当事者のところまで出向いていくことも必要と考える。 

・子育て家庭の保護者（当事者）と子育て支援者を対象とした新制度の勉強会が開催され

た時、たくさんの意見交換が行われた。その時の意見はとても貴重だと感じたため、こ

ういった方々も含め一緒に考える機会があると、多様な意見を反映できると思う。 

・まさに当事者である子育て世代、特に問題を抱えやすい乳幼児や小学校低学年を持ち、

かつ仕事をしている家庭からの生の声を聞く機会が少なかったように思う。市内各所の

保育所・幼稚園・放課後児童クラブ・児童館はもちろん、民間（ＮＰＯ含む）の施設利

用者や、商業施設のキッズコーナーを使っている親など、「普通の親」の声を聞く機会を

増やしていくことが肝要だと思う。その日程も、平日・週末や日中・夜など、曜日や時

間を分けてヒアリングすることで、より有益な意見を収集できると思う。 

・子育て世帯から意見を良く聞くことが必要。 

・保育所、幼稚園の経営者の意見に流されず、子育て世帯のニーズを第一に聞き取ること

が必要。 

・地域の子育てサロンや小学校、幼稚園、保育所の保護者役員会など、子育て世帯が生の

意見を伝えやすい場を関係機関と連携しながら設定していく。大きな場では言いづらい

ことも小集団で顔見知りの多い中では発言しやすく、多くの意見が期待できるかと思う。 

・やはり、子育て当事者のニーズを把握する事が最優先だと思うので、子育て当事者が集

う拠点や保育所、幼稚園、小学校などに出向き、直接意見をもらう場を積極的につくる。 

・住民や利用者の意見を汲み取れる立場の委員を選出した。 

・地方版子ども・子育て会議メンバーと地域の方々との意見交換会や公開討論会の開催 

 

●インタビューやヒアリング 

・今子育て支援について何が欠けているか、どう感じているか、何を期待しているか等に

ついて 100 人をめざしてインタビューし、その生の声を整理してみる。10 人の委員が

いるとすると 10×100 人で 1000 人になる。自分の子育てに責任を持てる親（意識を

高めないと）であるためにも、1 対 1 の会話の中から探り伝えることを考えたいと思う。 

・住民へのヒアリング体制はとても良かったと感じている。前向きな意見交換ができるよ

うに、委員が工夫して考えるなどワークショップを主導した。その他行政側でも委員の

意見を取り入れながら、多様な団体にヒアリングを実施した。 

・アンケートで把握できるのは一般的な回答である。その上で、ワークショップ等を開催

し具体的に意見をもらい、アンケート結果も含めて検証すると効果的であると考える。 
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・一般的に、地域住民は、「こうだといいな」と思っても意見は出しにくい。パブリックコ

メントでもなかなか出てこないと思われる。委員や職員が、現場に出向いてピンポイン

トで聞き取りするとよい。現場で生の声を聞くと、切実な声を拾うことができると思わ

れる。 

 

●公開説明会の実施 

・支援事業計画策定後、新制度の内容やポイント、地方版子ども・子育て会議の経過や計

画の内容等について、公開の説明会を実施した。この説明会は、会議のメンバーであっ

たＮＰＯが中心となって行政と共同で行った。行政のみの主催ではなかったためか、フ

ランクな雰囲気で進んだ。途中でグループ・ワークも取り入れたため、市民が「自分た

ちの問題」として受け止めることができるとともに、今後の課題についても意見が出や

すかった。 

・ＮＰＯと行政職員が、「支援事業計画」を分かりやすく説明できる力をつける、また、住

民が意見を出せる場をどう設定し進めていくかを勉強して実行しなくてはと思う。 

・わざわざ場所を設けるのではなく、市から出向いていろんな団体の方の会議に入るとい

うのが大事なのかなと思う。障害がある子どもたちの母親やシングルで子育てをしてい

る方など、意見を聞かなければいけない方は時間的にも余裕のない方がどうしても多い。

そこに目を向けて、足を運んでいかなければいけないと思う。 

 

●子ども本人の声や意見等の把握 

・「地方版子ども・子育て会議」といいながら、当事者の中の当事者である「子ども」の考

えを汲み取るような試みはされていない。乳幼児は難しいにしても、学齢児は可能では

ないか。 

・「子育て」ではなく「子育ち」というニーズでは、あきらかに「親」の考えと当事者であ

る「子」の考えは違ってくるものではないか。諸外国の例で、子どもたちが自分たちの

言葉で計画を立案した例を聞いたことがある。ニーズ調査において「放課後児童クラブ

に行きたいか」という項目を小学生にアンケートで答えてもらった市町村があり、その

結果を計画に反映していて興味深いと思った。 

・子どもたち自身によるディスカッションの開催（児童・生徒が自主的にディスカッショ

ンする場などの取組を既に継続して実施しているので、そうした場に地方版子ども・子

育て会議の委員が参加したり、そうした場を地方版子ども・子育て会議の「子ども（当

事者）ワーキング」に位置付けたりする。） 

 

３．インターネットによる議事等の公開や意見募集 

●インターネット等による議事等の公 開や意見 募 集 

・「基準の策定」「利用者負担の制定」については、パブリックコメントの実施以外に、検

討段階においてインターネットで広く市民から意見募集等を実施し、その意見を地方版

子ども・子育て会議に提供していただいた。 

・自治体のホームページに毎回会議の議事録を公開するとともに、意見交換会・アンケー

ト結果・答申内容等の全てを公開した。 

・市のホームページ、広報に記載はしてあるが、目にとまるようなアイデアが必要。 

・各庁舎には印刷された議事録等が常設されている。 

・（支援事業計画の）ダイジェスト版が全戸に配布され、分かりやすかった。 

・市民の声が欲しい！！という姿勢で徹底的に各方面から声をもらう（ケーブルテレビ、
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市広報誌、ＨＰなど） 

 

●パブリックコメントの実施 

・支援事業計画についてのパブリックコメントを実施した。 

・会議でまとめた案で市が政策コメントを募集し、出された意見を会議で検討する形と 

なった。政策コメントで集めた意見を次の会議で議論し、できるだけ反映するように 

努力した。 

・パブリックコメントの実施は大変良い事だったと思った。しかし、現状は数が少なくて

残念だった。インターネットや FAX、電話など、一人ひとりの住民が生の声を伝える場

を用意された市の事務局の考えは大変良かったので、もっと大勢の方がこの場に参加で

きる様な工夫をされたら今後につながると思う。 

・地域住民説明会とパブリックコメントを実施し、市議会全員協議会を経た上で、計画案

を決定。計画の具体化と様々な意見の反映を目的に、子育て支援機関・団体と医療、行

政、ボランティア等で構成する子育て支援ネットワーク会議を設置。そこでの要望や必

要な取組等を地方版子ども・子育て会議に報告し、検討・協議した結果、必要なものは

行政に提言するシステムとした。 

・支援事業計画の冊子を各地の公民館など、地域住民の目につくところに置き、そこにア

ンケート用紙を置く。ダイジェスト版をつくり、アンケート用紙とともに地域住民に送

る。 

・アンケート調査のまとめについてパブリックコメントを実施し、地域住民の声を委員会

で再度検討し、できるだけ反映させるよう努めた。 

 

４．ニーズ調査（アンケート）の活用 

●ニーズ調査の結果をしっかり読み込む 

・事前に行われたニーズ調査がきちんとしたサンプリング理論に基づいているので、その

結果をしっかり読み込むことで市民の意見を反映できると考えた。 

・子育て世帯へのアンケート調査の実施により、地域のニーズが理解でき良かった。 

・子育て家庭が生活において「どんな支援を必要としているか」というニーズを拾い上げ

るアンケート調査はいい方法だと思う。アンケートの回収率が約 50％という点は今後

の課題でもあるが、アンケート調査の結果がしっかり反映されたら、アンケートの回収

率は上がっていくと思う。アンケート調査の結果を反映させるかどうかが行政判断とい

う状況なら回答率は下がると思う。 

・アンケートに当たっては、地域的なバランスに配慮し、内容についても理解しやすいよ

うに簡潔明瞭な表現になるよう工夫した。市内の各地区とも、深刻な少子化・高齢化の

課題を共有している。ニーズ調査の結果について、大枠のまとめは既に公表されている

が、各地区の子ども・子育てに関わる実態やニーズ、あるいは他地区と比較した場合の

特徴や全国の似た条件の地区との比較など、「より身近に感じられるデータ」をフィード

バックし、地域の子どもたちの将来について、膝を突き合わせた意見交換あるいは公開

討論の機会が必要ではないかと考える。 

 

５．感想、問題点等 

●効果的な意見交換会の進め方を検討 

・地域住民との意見交換会は重要だが、その代表者の選択方法が難しいために、開催して

いない。 
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・私たちも、市民団体として 2 回ほど説明会、意見交換会を開催したが、市職員の方の参

加はなかったという悲しい結果に終わった。（説明をしてくれる市職員の方と内閣府の方

のみが行政の参加者ということだった）。それでは、ただの意見交換だけにとどまってし

まい、行政にまで声をあげることは難しいように思う。行政の方はたくさんの業務を抱

えているようで、なかなか、地域の方とのつながりも難しい面もあるかとは思う。だが、

会議やほんの数回の説明会、意見交換会ではなかなか市民の意見を反映することは難し

いのではないか。市民がいる場所にもっと出向いてきてほしい。 

・平成 26 年度の場合、国からの情報が遅く五月雨式に情報提供されたため、意見交換会

等を開催する時間的余裕のない、あるいはタイミングの取れない状況だったと思う。 

・細かいことの意見交換は、なかなか困難。（各テーマを共通理解のもと、建設的、前向き

に意見交換することが難しい） 

 

●関連情報の提供 

・県などは、各市町村（他県も含め）の意見集約や反映の仕方などのユニーク先行事例を

紹介し、運営の仕方について情報提供をするべきであると思う。 

・他市の事例などを知る機会もあるといいのでは。他を知る事で自分たちの市の取組がど

うなのか気づくこともあると思う。 

 

●地方版子ども・子育て会議の周知と進め方の検討 

・会議のエッセンスを新聞記者に話したことがあるが、必ずしも翌日の記事にはならな 

かったので、市民への伝達については工夫の余地がある。 

・力点を置いたのは、「誠実な対応」と「信頼関係づくり」「委員の参加意識」の 3 点。 

・「これからの子ども像」とか「子どもたちが育つより良い環境をどうしたら創れるか」と

いった大きな議論がもっと必要だと思う。 

・市議会や民生委員会、教育委員会といった関係機関での盛り上がりも必要と思う。 

・今後も会議を重ねることで良い方向に進むと思う。 

・細かな見直しを前提とした計画策定が必要。 

 

●アンケートによるニーズ調査の限界 

・アンケートではニーズを把握しきれないとの前提が必要。  

・提供されていないサービスについては、ニーズが顕在化しにくい。 
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問３．「子ども・子育て支援事業計画」の点検・評価、見直しに向けて、どのよ

うに会議を進めていくべきとお考えですか。 

 

１．点検・評価、見直しに当たっての考え方等 

●住民の目線 

・計画は未完成であるとの共通認識が、住民の意見を反映できる基礎。  

・特に市民からの要望が強かった項目については、目標達成の度合いとその評価について

会議でも論じることが望まれる。 

・子ども・子育ての第一義的責任は保護者にあるという視点を大事にして会議を進めた。 

・現実と理想のギャップを少なくし、誰もが子育てしやすいまちにするためにはどうした

らよいかという視点を大切にした。 

・子育ては大変な仕事だが、魅力的で楽しいことも多いことを計画に盛り込んだ。 

 

●支援事業計画具現化のための評価 

・数の問題の点検・評価も重要だが、新制度が始まった平成 27 年度からは、子どもたち

を取り巻く環境の質を問う必要がある。これからの時代を生きていく子どもたちのより

良い環境づくりのための、質を高めるための計画づくりが必要。そして、その点検方法、

評価方法を開発し、より良い環境づくりのための見直し計画づくりに、官民問わず努力

する会議の開催が望まれる。 

・地域住民の要望、意見等を反映した事業計画を作ることは大変重要だが、もっと重要な

ことはこの計画が現実にどう具体化していくのか、どこまで具体化されたのかを点検す

ることだと考える。この評価に基づき、継続すること、見直すべきこと等を明確にして

いくことが大切である。常にＰＤＣＡのサイクルで動いていくべきである。 

・点検・評価、見直しを行うにあたり、どのような事業が対象となるのか、どのような方

法で行うのか、などの検討が必要である。 

 

●継続性と柔軟性 

・前年度事業についての実績と評価を毎年きちんと続けていくことが一番重要である。 

・走りながら考えるといった柔軟性が、ＰＤＣＡの効果を最大化する。 

 

２．点検・評価、見直しの前提として必要な調査や体制等 

●現場の状況把握 

・現場の視察などの調査が必要。 現場に不安や不満が積もりがちであるので、コミュニ

ケーションが必要。現場の工夫をくみ上げることで、横展開を目指す。 

・利用者の代弁的意見でもあるので、各種団体の意見集約は必要（保育所、幼稚園、子育

てひろば、障害など）。 

・利用者、子育て世帯への聞き取り 

・各施設を訪問し、職員・保護者の意見の聞き取りを行って、現場・現状を把握すること

が第一だと思う。 

・実際に支援事業計画がスタートし、現場では何が起きているのか、意見を聞く場の設定

（場所や対象は、地域子育て支援拠点、保育所、幼稚園、児童館、放課後児童クラブな

ど、様々な子育て支援関係者など）。 

・出前意見交換会等による実態調査等により、地域性を把握し、真の支援とは何かを検討

すること。 
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・アンケート調査で出た、対象者からのニーズを反映させることが大切なことだと思

う。支援事業計画は５年間の計画と言われていたが、意見を反映させるという点か

ら考えても、環境づくりに時間が必要という理由で保留となっている要望も含め２

～３年の期間で現状報告があるのが理想だと感じる。 

 

●勉強会や柔軟な協議 

・各領域に分かれた専門研究委員会 

・他の自治体の先進事例などを知る方にゲストできてもらうなど、参考事例を盛り込んだ

勉強会も必要だと思う。 

・不明な点などをそのままにしない。新制度での不明確な点を、早いうちに明確化してお

く。その上で、認識が違っていた点を見直すことが必要。 

・地域のニーズや子育て世代の生活状況は変動しやすいので、課題の見直しも含めて柔軟

な協議が必要である。 

・まずは、委員全員が計画内容をしっかりと把握することが大切であり、共通認識に立っ

た上で、改めて市の取組などを知ることが、計画の評価、見直しへ向けた活発な意見が

出せる前提となると考える。 

 

●周知の徹底化 

・保護者・住民の意見を知らせ、評価・見直しをしていく 

・まずは、計画について繰り返し周知する必要があると思う。広報等を活用したり、ホー

ムページを通じて具体的なイメージを持てるような周知の方法と内容を検討するとよい。 

 

●住民参加 

・それぞれが顔を合わせ、わがまちの支援事業計画について話せる場、考える場の設定。 

 

３．評価指標の考え方 

●アウトプット指標とアウトカム指標 

・支援事業計画の評価指標には、アウトプット指標とアウトカム指標が混在しているので、

両者の区別を行いながら評価を続けたい。アウトプット指標は予算に応じた人員、施設、

提供できるサービス量などになるので、その評価は難しくない。しかし、アウトカム指

標としての市民満足度は、社会情勢により簡単に変化するから、慎重な扱いが必要にな

る。 

・まずは数値目標に対しての達成状況、業務の遂行状況を点検していく。併せて、利用者

の 満 足 度 等 の 質 的 側 面 、 施 策 の プ ラ イ オ リ テ ィ ー 、 施 策 実 施 の ス ピ ー ド 等 に つ い て も

チェックしていくことが必要と考えている。 

・支援すること・見守ること・応援することの整理。 

 

●ワーク・ライフ・バランスの視点 

・子育て負担感の軽減、親子関係の質的豊かさの向上、ワーク・ライフ・バランスの満足

度等。 

・育児休業を取得するには、職場の理解が重要である。今後は、男性も積極的に育児休業

を取得できるようになるとよい。企業等事業者にワーク・ライフ・バランス実現の働き

かけが大切だと思うので、この点を点検・評価していけるとよい。 
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４．点検・評価、見直しの実施方法  

●定期的な（点検・評価・見直し）会議の開催 

・平成 27 年度より新制度が開始されたこともあり、事業ごとの「確保方策」の進捗状況、

計画の「量の見込み」と実際のニーズとの関連など、実施状況を確認しつつ、検討して

いきたい。会議自体も今後も定期的、継続的に開催していく必要がある。 

・毎年度適当な時期に会議を開催し、アンケート集計結果や支援事業計画の実施状況など

を参照して、今後の在り方、修正などを検討する。 

・地方版子ども・子育て会議において計画に基づく施策等の実施状況を管理するととも 

に、計画の見直しなどについて意見を反映させるようにしたい。 

・前年度の事業実施について、市が行う項目ごとの点検・評価の結果を、地方版子ども・

子育て会議で点検・評価し、翌年度事業に活かしていくように市に提案していく。 

・見直しについては、計画期間の中間年（平成 29 年度）に、過去 2 年度分の事業実施状

況の点検・評価結果を踏まえて、平成 30～31 年度の事業計画については検討作業を行

い、地方版子ども・子育て会議で見直しの方向性を出して市に提案していく。 

・進捗状況についての評価は各課で実施するので、評価の時期・方法・評価結果の検討方

針等を共通理解して、実施する必要がある。 

・地方版子ども・子育て会議は計画を策定して終わりということではなく、子育て支援施

策の実施状況を調査審議するなど、継続的に点検・評価、見直しを行っていく役割が期

待されている。 

・支援事業計画と学校の適正規模・適正配置について首長に答申でき、二年間の委員の任

期も終了した。今後、メンバーは半数程度入れ替えがあるが、また新たな委員メンバー

で構成される。引き続き新しい委員で計画に基づき、事業の進捗状況をしっかりと把握

しながら、教育・子育て環境が、より良いものとなるように見守り、努めていきたい。 

 

●部会や勉強会の開催 

・地方版子ども・子育て会議においては、部会を設置して効率的・集中的な審議を行って

いる。計画の点検・評価に際しても、部会において計画で定めた量の見込みと確保方策

に照らし、進捗状況を確認するとともに、委員の専門的見地や市民目線の意見が活発に

交わされるような進め方を心がけたいと考えている。 

・部会を設けているところはまだ良いが、それもないところは会議の外での勉強会や意見

交換会が必要かもしれない。市議会議員を交えた勉強会もありかもしれない。 

 

●事業者や地域住民などの意見把握、地域住民への公開 

・数年間の事業を踏まえて、市民公開のシンポジウムを開き、その記録を新聞報道で広く

周知してもらう。 

・支援事業実施者、利用者との意見交換を行う機会を持ち、会議で評価・見直しを行う。 

・子育て会議の委員、市職員、各現場の職員らが自分の足で歩き、状況をつかみ、持ち寄

り、会議の中で意見交換する。 

・どうしても声の大きい人、よく話す人の意見が表に出がちだが、実際に聞くべきはサイ

レントマジョリティの声だと思う。もちろんそういった人の意見を集めるのは非常に困

難だが、行政として工夫する必要はあると思う。 

・支援事業計画は、最終的にはどうしても「各担当部局の施策が総花的に横並びになった

施策のメニュー集」になっている。年度途中や年度末にこれら個々の施策を量的および

質的に評価するという流れになっていくと思われ、それはそれで必要であるが、個々の
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施策の評価（達成度○％）が自己目的化してしまい、各部局の責任が個々に果たされれ

ばそれでとりあえずは問題ないという、いわばしゃんしゃんの会議になっていく傾向が

今後出てくることが危惧される。まずは、地方版子ども・子育て会議が、個別の施策で

はなく、全体の事業成果をどう評価するのか、市にふさわしい評価指標を、当事者視点

（サービスのユーザーである住民や、サービス提供者など）も盛り込んだ形で策定すべ

きではないかと考える。非常に骨が折れる作業かもしれないが、「住民が主役になって子

ども・子育て支援策を主体的に推進し評価する」ような形を作っていくべきであると考

える。 

 

●定期的なモニタリング  

・毎年度、点検・評価等を行うことになっているが、初年度から 3 か年は、ショートター

ムのモニタリングをしていく必要があるのではないか。 

・目的達成、やや達成、まだまだ課題があるなどの評価を細かく行うためには、「評価シー

ト」のようなものを市民に記入してもらい、質の向上に努める。 

 

●外部評価の実施 

・本来の点検・評価・見直しには、外部組織（計画の策定にかかわらない）による実施が

必要なのではないか。次世代育成支援対策協議会での計画立案・評価の際にも思ったが、

内部（計画策定担当事務）の自己点検・評価では、お手盛りになり、実質的な改善には

繋がらない。ぜひ、外部組織による第三者評価の仕組みを提案していただきたい。 

 

５、感想、要望など 

●自治体の庁内体制の見直し（縦割りから横連携へ） 

・とにかく自治体の職員に本気になってもらわないと、いいものができないような気がし

ている。 

・最大の収穫は、認定こども園や学校再編を支援事業計画と同時に検討することで、「教育

委員会」と「福祉課」と「保健課」が縦割りを超えて、0 歳児から 12 歳児までを業務

としてではなく、人づくりとして考えることができたことである。例えば、放課後児童

クラブの会場に小学校を使う実験が開始される。それまでは、管理職以外の職員同士、

も し く は 管 理 職 同 士 が 腹 を 割 っ て 話 を す る 機 会 が な い に 等 し か っ た の に 、 地 方 版 子 ど

も・子育て会議終了後に教育委員会、福祉課の職員が現状やできない理由を言い合うこ

とで、実験で小学校を使用するという結論を出した。行政は、持ち場でスキルをアップ

し、専門的なサービスを向上させることも大切だが、どうしたらそれぞれの部門が考え

ていることを積み上げて、本当に崩れないピラミッドが完成するのかを検討しあう場が

必要だと思う。  

・私個人としては、計画よりなにより行政の姿が少しでも変わったということが住民に 

とっての最大のメリットだったと考えている。 

・町役場の関係部署（教育委員会や福祉課等）との連携を密に行うとともに、子ども家庭

センターや民間団体、地域住民との協働を積極的に行い、情報交換や意見交換の機会を

きちんともち、会議に反映させていくことが大切だと思う。 

 

●点検・評価、見直しのノウハウの構築 

・子育て当事者の意見を聞く場を設定し進めていくためには、場を動かせる力のある人が

必要。意見を言いたい人はいるが、意見が出やすい場づくりや進行には、ノウハウが必
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要なので、人材育成が必要になるかと思う。 

 

●子どもの目線、子育て現場の声 

・子どもの未来、命のことを忘れないで話をしてほしい。数合わせ、数字の世界になりが

ちなので。 

・子どもを育てること、教育することの大切さをかみしめながら、進めてほしい。 

・子育て中の親・これから子育てを考えている親たちが夢を描き、希望を持てる計画であ

るか意見を聞く。子育てを終わった（高齢者を含む）方々が振り返り、経験を通じた中

からの意見を聞く。そして、現場でそれぞれが受け持つ具体的な取組が、果たしてより

良い子育て支援の動きにつながっているかなど、現場の声を聞くことを大切にしたい。

計画の中身（具体的な見直し）が大切である。計画だけが先歩きしないように望む。 

・市民公募委員の公募の仕方や選考についても、課題がないかどうか検討した方がよい。 

  


