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平成 30 年度 第３回木更津市子ども・子育て会議 

議事録 

 

日時：平成３１年３月１８日（月）午後２時００分〜午後３時 00分 

場所：木更津市役所朝日庁舎 会議室 F 

 

次第 

1. 開会 

2. 議題 

（１）木更津市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査の報告について 

3. その他 

4. 閉会 

 

【議事内容】 

１． 開会 

 

事務局 

 ○まず資料の確認から行います。 

  「会議次第」・「委員名簿」・「調査報告書」・「調査結果のまとめ・課題の整理」です。

また、本日配布の資料として「子どもの気になるところ・自由回答のまとめ」・「民

間保育園の改装・創設・待機児童数及び民間保育園の定員の変更について」です。

何か不足等ありますか。もしあれば事務局へ申し出てください。 

○早速議事へ移ります。条例の規定により議長は、会長が務めることになっておりま

すので平野会長よろしくお願いいたします。 

平野会長 

○ ただいまより、議事を進行いたします。本日の出席委員は１名来ていませんが、

１０名で過半数に達しているため、会議は成立いたします。欠席委員は堀口亜梨

紗委員、堀口貴宏委員、徳永委員、重城委員、加藤委員、関口委員です。本審議
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会は木更津市審議会等の会議の公開に関する条例により原則公開となりますが、

よろしいでしょうか。 

○ 異議なしとのことなので、ただいまより平成３０年度 第３回木更津市子ども・

子育て会議を開会いたします。また会議録につきましては、同条例９条により個

人情報等の不開示情報に考慮し公表いたします。なお会議録については要点記録

といたします。 

○ 本日傍聴人はいませんか。 

事務局 

○ いません。 

 

２． 議題 

議題（１）木更津市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調

査の報告について 

ジャパン総研 

○（ニーズ調査の速報値報告について説明） 

平野会長 

○ありがとうございました。報告書と課題の整理については事前に送付をしていたの

で、結果報告に関して意見や感想でも構いませんので、一人ずつご発言をお願いし

ます。 

宮﨑委員 

○特にありません。想定通りの結果だと思います。 

白石委員 

○12 ページ、課題７の「子どもが安心して遊べる広場や公園などの整備」のところ

ですが、私は子育て支援センターで青空くらぶで働いていますが、そこの公園でも

子どもたちがとても楽しみにどんぐりを拾っていたが、突然木が切られてしまった

り、遊具が撤去されたり砂が補充されなかったりという問題をずっと抱えてきてい

ます。使っていないその他の公園の整備でも良くないという話を聞いているので、

切実な問題であると思います。 

平野会長 

○ありがとうございました。本日配布された自由回答の中にも公園に関する意見がた

くさん寄せられています。これについては来年度に事業計画の策定があるので、こ

れらを踏まえて実現できる事業計画になるようにご検討いただきたいと思います。 
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石渡委員 

○本日頂いた自由回答も含めて検討していくということで、今のところはありませ

ん。 

岡本委員 

○子育て支援センター・子育て関連事業の充実のところで、ニーズがあるということ

なので、子育て支援センターの一時預かりは 15 日しか利用できないので、その辺

りの拡大を含めて検討していければと思いました。 

和田委員 

○中学校の教員ですが、課題の６のところで子育ての悩みで小学生の保護者のアンケ

ートであるが中学校の保護者でも同じような悩みを抱えていると感じました。 

近藤委員 

○子どもさんを持つ親ということでみれば、今女性の働く職場環境が充実してきてい

るなかで、パートや派遣で働いている女性も多いですが、実際に１つの企業の正社

員として３交代制で女性が働いているところもあります。そういった時に、多子の

場合、別々の保育園に通わせなければならないとき、通勤時間帯では市内各所で渋

滞する箇所もあり手分けをして送迎しないといけない現象が増えてきている気が

しています。本人からすれば兄弟で同じ保育園に入れたいし、理想を言えば会社出

勤の途中にあればいいという話も聞きます。全員の希望を聞き入れることは現実的

でないと思いますが、そのような親の声を調整できればいいなと感じました。 

石井委員 

○課題８の子どもの医療体制の充実の課題のところですが、「安心して受診できる医

療機関の整備」とあって、ここら辺だと君津中央病院さんが小児専門医がたくさん

いて心強いが、それだけだと足りないというのか、中央病院で診れない子どもは千

葉県子ども病院だったりしたときの親とか家族の負担はとても大きく、やはり一番

近くで、小児の専門医が近くに、中央病院にいてくれたらいいのになと思います。

医療体制の充実がどのようなものなのか知りたいと思いました。 

堀切委員 

○これをまず拝見したときに、働きたいというお母さんの中でもいろいろな種類があ

ると思いました。子どもを預けて活躍したいという一方で、働きたいという理由が

経済的なことであったり働かざるを得ないだったりと、そこのラインは支援が必要

なのかなと考えました。それと支援センターの在り方は、結構必要とされているん

だなと、在り方と内容の問題としてある事業が必要だなと、それから色々なことを

知ってもらい、色々な政策があると思うが、周囲の母親に聞き込みをしたところ情



 ４ 

報として知らなかったり伝わっていないというケースが見受けられました。以前申

し上げましたが、学生のうちから行政の子育て支援をこのようにやっていますよと

伝えることも有効だとか、あとは本日頂いた資料をもう少し見たいのですが、公園・

広場の整備も非常に高いパーセンテージを占めているので、これをもう少し深堀す

ると、ママ友が欲しいのか子どもを運動させたいのか、色々なニーズがあると思い

ます。そこをもうちょっと見たいと思いました。 

平野会長 

○ありがとうございました。委員の皆様から意見や感想を頂きましたが、事務局から

説明いただけるものはありますか。 

中村次長 

○まず児童遊園の件ですが、色々な公園がありますがご要望があれば私どものほうに

も情報はきています。一方ではなかなか利用されていないという実態があり、遊具

も使われていないためかなり劣化・老朽化しており、そういう実態もある中で、ど

のような形で整備をしていくことが効果的なのか今回色々な形でご意見を頂きま

したので、これらを踏まえて考えていかなくてはいけないと考えています。 

平野会長 

○ありがとうございます。そのほかに何かありますか。今後、この結果に基づいて 31

年度は事業計画の策定に入ります。本日説明のありました課題が 10 あげられてい

ましたが、それぞれについて１つ１つ議論を深めながら政策に反映できるようなも

のをこの審議会で出さないといけないと考えています。この会議の委員の皆様は、

それぞれ保育所、幼稚園、子育て支援センター、学童、社会福祉協議会など色々な

立場の方で構成されています。それぞれ得意の分野もあると思います。ぜひ皆様の

お知恵を拝借して、今よりも１歩前に進めるような子育て支援の環境整備をこの会

議の議論の中でつくっていきたいと思います。ほかにご意見がありますか。 

堀切委員 

○補足で、公園のことで聞いた話です。公園は立派なものがありますが、そこまでに

行くまでの間の交通量などが怖かったり、近くに不審者情報があってひとり遊びが

できないという、安心できない場所もあります。活字のまま捉えると、遊具のない、

公園・空間がある、ということになってことを懸念していますが、そこを深堀して

保護者がどのようなことを求めているのか、それにマッチした公園をつくれたらい

いなというのが感想です。 

平野会長 

○私から１つ、児童遊園はトイレを設置できないということになっています。児童遊
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園にトイレがあるのは木更津市ではまれですよね。 

中村次長 

○児童遊園として整備をする中でトイレの位置づけは特に明記はないと思います。少

ない知識の中での回答となりますが。次回までに確認させてください。 

平野会長 

○児童遊園はそもそもそこまでの面積を有していないのが多いです。実際子どもは尿

意をもよおすことが多いので、その辺りが気になるところでした。あとは宮﨑委員

にお尋ねしますが、学童保育の待機児童はどのくらい存在するのですか。 

宮﨑委員 

○私どもの事業所では、そのような数字は持っていません。一小と二小でも、待って

てくれというような児童はいません。 

平野会長 

○そうですか。 

中村次長 

○今学童クラブの数自体は増えています。年間で３施設くらい増えている状況はあり

ますが、地域によってはこの４月前の申し込み状況で今の容量を超えてしまうとい

う声があります。その段階で色々場所を探しているというような状況です。それで

自由回答にもありましたが、小学校区に１つはというのがありますが、今は金田地

区にはないので、今事業者と調整をしているところです。ただ、子どもの数は木更

津市では横ばいですが、預けたいという人は増えていますので、何人まで必要なの

かは掴みづらい状況です。現在学童クラブを実施しているところとは情報交換をさ

せていただきながらその辺りを見極めたいと思いますが、学童クラブ以外にも塾に

通わせている親御さんもかなりいると聞いているので、その辺りの状況把握は努め

ていきたいと思っています。 

宮﨑委員 

○小さなことをあれこれ申し上げます。私どもは一小、二小と東清小でお預かりして

いて、東清小に来ている方々は東清小本体の子どもではない子どもたち、その班が

最初は南清小学校、鎌足小学校、祇園小学校の３校でしたが、今はそれが清見台小

ともう１校増えており、つまりなぜわざわざ東清小に来ているのかというと、学童

保育所の保育のやり方、質の問題があります。放課後の過ごし方に敏感な親たちが

明確に不満を持っているということがあります。不満になる原因としては学童の内

部の問題と学校の問題の２つがあり、学校側は校庭を使わせないなど非協力的であ

ること、あとは内部の問題であり、学童保育の質の問題をどうするのかというテー
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マがあります。私どもは学童保育所協会を作っていますが各学童の指導は一切して

いません。結果として大きなことは言えませんが、ここには保育所の質のことは少

ししか書かれていませんが、学童に関しては現実にはあまり出てきてないかもしれ

ませんが、現場としては１人２人のために迎えに行って東清まで連れてきていると

いうことが起きています。東清小側で言うと、東清小に学童を誘致した藤平先生は

東清小がなくなってしまう対策として東清小の学童保育所に子どもたちを集めて

くれればとおっしゃり、その結果として東清小に子どもが転校してくるかもしれな

いというお話で私どもは始めています。２つ目ですが、本当は鎌足小に進むべき子

どもが東清小に入るということがあったが、今年度から東清小から離れ始めている

ということが起きてます。校長先生の方針が従来の方針から変わったようで、東清

小に子どもが集まらなくてもよいということになった。学校側の理由です。そのよ

うな話を聞いています。運営の仕方、保育の質に関して何かできることがあれば学

童保育所協会として言っていただければと思います。質があれこれと言われますが、

実際に質を担保する職員をどう確保するのかと言われてしまうともうどうしよう

もありません。そのような状況に学童保育所は置かれています。何とか経営はでき

ていますが、できることがあるのなら教えていただければと思います。 

平野会長 

○ありがとうございました。量的な拡充とともに質の改善をどうしていくかという考

えは車の両輪の関係と言われていまして、指導員の定着にはある程度の処遇の改善

を行わなければなりません。質を高めようとすると、当然それに伴って見合った利

用水準を維持しなければなりません。それだけではないと思いますが、そのような

課題があるということを具体的な話で宮﨑委員からお話いただきました。課題１か

ら 10 までありましたが、石渡委員いかがでしょうか。幼稚園の預かり保育も想定

値からは 50％ほど。 

石渡委員 

○そうですね、増えています。長期休暇中、また、日数も時間的に増えています。体

制として、幼稚園ではなかなか保育園のように増やすのは難しい状況にあり、その

辺りは幼稚園協会としても頭を悩ませています。傾向としては、働く方々の子育て

支援になればということは事実です。ただ現実として課題が多いのは事実です。 

平野会長 

○それではほかにご意見がなければ、本日は課題の整理というところで皆様にご意見

をたくさん伺いました。自由記述は本日配布されたばかりで、自由記述は整理する

のになかなか時間がかかります。事前に配布することは不可能でしたので、その辺
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りは承知いただければと思います。さまざまなご意見が記載されています。パーセ

ンテージからすると少ないのですが、自由記述であっても書きたいという思い、つ

まり訴えたいという思いが強いという理解ができると思いますので、ここはしっか

りと検証する必要が我々にはあると思います。私も少し見て気になったのは、他市

との比較です。転入してきた人たちの木更津を見た時の感想が散見されます。今後

木更津市の人口維持あるいは人口増を考えるにあたっては無視できない意見だと

思います。喜んで木更津市に転入してくれるような子育て環境をつくれないと、い

ずれこのまちは衰退して少子化になってしまうと、これは絶対に避けないといけま

せん。このことを念頭に置きながら 31 年度の会議を開いていきたいと思います。

こうしたら木更津市がもっと良くなるという意見をたくさん出して頂ければと思

います。本日のところはほかに内容ですので、事務局からは何かありますか。 

宮﨑会長 

○個人意見は重要で、集計は大変だと思いますが集計結果と同時に個別の具体的な指

摘を自分の方針を決めるうえで重視します。たった１人の意見でも一般性があるも

のもありますので、読み込む必要があると思います。それでこの整理の仕方ですが、

木更津市がオーケーという人の意見をまず並べてほしい。その後で不満である人の

自由意見を並べるのですが、不満のある人の自由意見の並べ方はまたあるわけで肯

定的・具体的な指摘、一般的な指摘、単純な比較、そのような分類になるかわかり

ませんが、そのように分類していただけると相当いいアイディアが出てくると思い

ます。整理整頓をしていただけるとありがたいです。最後に１つお願いは、市営プ

ールがなくなってしまうということで、やはりプールは私たちもそうですが子ども

たちにとって気軽に行けるところです。止めてしまうことが信じられないのですが、

できれば同じ辺りに、海の近くにプールを作って頂けるとありがたいです。今の木

更津の力であれば簡単ですよね。止める理由が分かりません。 

平野会長 

 ○ありがとうございます。はいどうぞ。 

堀切委員 

○質問があります。ここまで課題が整理できたとして、それぞれの課題が、何がどの

ような状態になったら達成するのかというもの、ゴールを共有しないとバラバラの

ことを皆さん言い出すと思います。何がどういう状況になればいいのかというとこ

ろをまず明確にして、そのうえでほかで成功している事例としてどのようなものが

あるのかというデータを個人的には集めたいと思っています。それは個人がするこ

とですか。それとも要望を出せば事務局で対応いただけるのでしょうか。 
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平野会長 

○具体的な計画をつくることがこの子ども・子育て会議の役割です。それについては

行政の方にお願いしますというわけにはいきません。何が多かったかなどとこの課

題については数値を中心にとっています。それでこの課題を解決するためにどうす

るかを決めるのが会議の役割となります。それからゴールのことについては、今回

は第２次の策定になりますが、今の計画を策定したときに基本コンセプトを十分に

議論しました。それを引き継ぎながら第２次の計画を策定することになります。そ

れがゴールになります。そこだけはブレずに、それに基づいた事業計画をつくりま

しょうとなります。それから事務局に伺いますが、先ほど宮﨑委員からあったよう

な形で自由意見を整理していただくことは可能でしょうか。私も重要だと思ってい

ます。 

事務局 

○検討はいたしますが、なかなか厳しいと思います。 

宮﨑委員 

○私がやります。簡単です。 

平野会長 

○宮﨑委員がやるということです。よろしいですか。ありがとうございます。 

宮﨑委員 

○締め切りはいつですか。 

平野会長 

○スケジュールは後で事務局から説明があると思いますが、その前に事務局から報告

事項はありますか。 

事務局 

○（民間の保育園整備・待機児童数と定員の変更について説明） 

平野会長 

○ありがとうございます。それでは、宮﨑委員。 

宮﨑委員 

○堀口さんから伺ったのは学童を作っていただくようなことを聞いています。 

中村次長 

○学童のことも話をさせていただいたところですが、今は検討中と聞いています。ま

ずはしっかりとした認定こども園を造るということです。金田は今人口が伸びてい

て学校自体も施設の容量がいっぱいになって建て替え・増築の話も出ているような

状況で一部やった方がいいのかというとこがネックになっていると聞いています。
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これから検討して設計に入る段階でもう一度お話をさせて頂ければと思っていま

す。 

宮﨑委員 

○造るときに一緒に造ったほうがいいと思います。大体 30 坪くらいあればいいと思

います。それともう１箇所、神社の方に空き家が何軒もあるのでそれを丸々お借り

して、そちらに車で来てもらうという提案をしています。 

中村次長 

○金田には学童保育所も保育所もない状況です。かなり声は多く頂いているところで

す。この長須賀保育園の新設にあたってもそのような形で協議をさせて頂いていま

すが、これとは別にやっていきたいという話もいくつかあります。ただし学童保育

の場合は学校から離れてしまうと移動が発生するのでお子さんの安全が確保でき

ないと、やはり学校の近くがいいという保護者の意見が多くあるので学校の近くで

探されているところもいくつかあるようです。なるべく車で送るというよりは、学

校の近くでできるような形で調整させて頂きたいと考えています。 

宮﨑委員 

○お願いいたします。 

平野会長 

○ありがとうございました。今のことでご質問ありますか。 

平野会長 

○では報告は以上にして、事務局より平成 31 年度のスケジュールをお願いします。 

事務局 

○（スケジュールの説明） 

平野会長 

○説明がありました。計画の検証とは、現行計画の検証ということですか。 

事務局 

○そうです。 

平野会長 

○８月が１回目だと２回目・３回目がタイトになると思います。宮﨑委員が心配され

ていますが、自由回答の分類はいつまであればよろしいですか。 

事務局 

○遅くとも４月か５月には頂ければと思います。○また調整させて頂きます。 
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平野会長 

○次回は８月が１回目の会議ということです。今の計画は満年度ではありませんが中

間の検証と位置付けていただいて、どのくらい達成できたのか、達成できない場合

は原因がどこにあったのか、木更津市の財政不足ということになろうかと思います

がその辺りも含めて厳しく検証して頂ければ次の計画の土台になるわけです。それ

から今回の調査で上がってきた新たなニーズとそれから自由記述の一人ひとりの

意見をどう反映させていくか。課題は十分ありますのでここで議論していただくと

いうことです。以上でよろしいでしょうか。第３回子ども子育て会議を終了します。 

 

（閉会） 

 

 

 


