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平成２８年度 第２回小田原市子ども・子育て会議概要 

 

１ 日 時 平成２９年１月１８日（水） 午後２時３０分 

２ 会 場 生涯学習センターけやき ４階 第３会議室 

３ 出席者  

委 員 榮羽委員、遠藤委員、大木委員、小川委員、川向委員、佐藤委員、鈴木委員、土屋

委員、宮川委員、武藤委員、村本委員 

（欠席 青木委員、沖津委員、浜田委員、松原委員） 

市職員 飯田子育て政策課長、石井青少年課長、瀬戸教育指導課副課長 

事務局 北村子ども青少年部副部長、佐次子育て支援推進担当課長、前島子育て支援推進担

当副課長 

４ 配布資料 

・次  第 

・資 料 １ 新規給付対象施設の利用定員等について 

・参考資料 意見交換 事前に提出された意見項目 

５ 傍聴者 １名 

６ 会議内容 

 （１）新規給付対象施設の利用定員等について 

佐次子育て支援推進担当課長が資料１により、平成２９年度から新規給付対象施設にな

る施設の利用定員等について説明を行った。 

【質疑・意見交換】 

佐藤委員  花園幼稚園が新制度の幼稚園に移行するとのことだが、移行したのち、

園の開園時間に変更はあるのか。また、預かり保育は行うのか。 

佐次担当課長  園の開園時間は移行後も変更はない。現在も預かり保育を実施してい

るが、新制度移行後については、拡充も含め検討をしていると聞いて

いる。 

佐藤委員  預かり保育の拡充を検討しているとのことだが、その内容がはっきり

するのはいつ頃なのか。 

佐次担当課長  預かり保育の詳細については、まだ園との調整が済んでいない状況で

あり具体的にいつとは言えない。 

佐藤委員  現在、２次の募集を行っている最中だが、私の園も０、１歳児の見学

が非常に多い状況である。ぎんがむら保育園については、現在、施設

見学が出来るようになっているのか。また、施設見学が出来る場合、

その受付は市で行っているのか。 

佐次担当課長  ぎんがむら保育園の受付は、２次募集からの募集開始となるが、１８

日、２３日、２５日に希望者に対して、現場見学を兼ねた説明会を開

催すると聞いている。参加受付については、直接、運営主体であるぎ

んが邑ＲＩＶ総合研究所に連絡してもらい調整を行っている。 
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 （２）意見交換 

   ３点のテーマ「市の子育て支援策で今後充実すべき点」、「就学前の教育、保育のあり方」、

「小学校の放課後の過ごし方に関する課題」（参考資料：参照）について、テーマ別に委

員間で意見交換を行った。 

テーマ①「市の子育て支援策で今後充実すべき点」 

川向委員  参考資料の中の「障がい児保育の促進、保育所と専門機関との連携の

推進」とは具体的にどのようなことを想定しているのか。 

佐次担当課長  この内容は本日欠席された委員から事前にいただいていたものだが、

その意味としては、「障がいを持った子どもの保育園の入所に際し、

引き続き支援をお願いしたい。障がいを持っているかわかりにくいグ

レーの子どもに対し、園と専門の先生との連携を深めていってもらい

たい。また、そのような子どもがいる親御さん同士が集まる機会を充

実させてもらいたい。」などの意見であった。 

佐藤委員  現場で運営しているものとして、２歳から３歳に向かって成長する過

程において、こだわりの強さが顕著に現れる子どもに対してどのよう

に対処していくか悩んでいる。入園してから、それぞれの年齢で親御

さんと面談をしながら、問題点を聴きだしていくが、なかなか理解し

ていただけないこともある。発達検査を行った場合、一対一なら問題

はないが集団だと問題が現れることもある。 

実際、能力的には高いので発達検査ではわからなかったが、保育をし

てみると、待てないだとかコミュニケーションが取りにくいとか、ト

ラブルが多い子がいる。親御さんには一対一のときに問題ないと伝わ

ってしまっているため、集団で問題が現れたことについて親御さんが

素直に受け取れないことがある。そのような場合、親御さんに対して

どのように上手く伝えていくか、どのように応援していくのか、現場

の先生方も悩んでいるところであり、行政側の支援が欲しいところで

ある。 

川向委員  私の友人の話になるが、子どもが市内保育園に入所していた時に熱性

けいれんをひと月に何度も起こしたことがあり、先生が見守りをして

いたところ、気になるふしがあるということで、先生がその旨を友人

に伝えた。 

その友人は、園の先生から気になる点があると言われ、こんな失礼な

話はないとカンカンに怒っていた。しかし、園の先生がそう言われて

いるのなら、早いうちに一度病院に行ってみたらと薦めたところ、ひ

と月に１回通院することになった。佐藤委員も言われたように、上手

に伝えていくことは非常に難しいことだと思う。 

その後、友人の子どもは卒園して小学校では通常級で通ったが、この
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子は自分が困った時にどのように伝えていくかが身につかないままに

通常の中学校に行き高校に進学したが、上手くいかずに中退すること

になってしまった。 

あまり先まで見越してもと言う意見もあるかもしれないが、小さいう

ちに何か手を打つことが出来なかったのかと思う。小田原市の場合だ

とおだわら総合医療福祉会館の中につくしんぼ教室があり、そこで対

応していただていると思うが、つくしんぼ教室に行くまでの間、どの

ように繋いでいくのかということが非常に気になるところである。市

のホームページや様々な場で、親御さんにやわらかい言い方でそのよ

うな施設があることや対応方法を伝えていってもらいたい。 

栄羽委員  子どもが通っている保育園でも、つくしんぼ教室の方や専門の先生が

来て問題がある子への接し方について教えてもらい、非常に役立って

いるが、その頻度が半年に１回ぐらいで、いかんせん少ない。子ども

はどんどん変わっていくので、もう少し頻繁に来てもらえると、園の

先生にとっても安心ではないのか。子どもによって接し方は違うと思

うので、もう少し回数を増やしてもらえるなら、子どもにとっても保

育園にとっても良いことだと思う。 

村本委員  グレーの子どもへの保育士の加配というのはどうなっているのか。私

の知っている保育園では、その子の状態に合わせて、１人に１人だと

か２人に１人だとか、加配をしていた。専門的な知識のある方がクラ

スの中に加わって主にその子を見ていたというものだった。 

０から２歳児と３から５歳児への繋がりの問題もある中、なかなか難

しいことだとは思うが、現状はどのようになっているのか。 

 佐藤委員  私の園では、通園している１２人中４人が対象となっている。 

０から２歳児に対して、私の園では、４人から５人で対応しており、

小さい集団にすると集中力が増すこともあるので、必ず１人は付き添

う形で、みんなと一緒だけどパーテーションを使って分けるなどの工

夫をしている。 

１２人のうち４人が１対１になってしまうと、実際には大変である。 

専門の方からの具体的なアドバイスはとても必要だし、園単位で市の

研修や県の研修にも参加して情報交換等を行い保育の計画を立ててい

るところである。 

私の園は２年目になるが、２歳から３歳へ上がっていく子の書類制作

をしっかりしないといけないと考えており、その子の情報をしっかり

と繋げていきたい。 

佐次担当課長  障がいを持った子どもがいる場合の加配であるが、障がい児保育に対

する補助金があり、園で障がいを持った子どもを受け入れている場合

に、例えば手帳を持っている場合や療育機関からの意見書がある場合
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などに補助金の交付をしており、少しずつではあるが対象を拡大して

対応している状況である。 

小川委員  幼稚園でも、近年、本当に支援する子どもが増えてきており、検診の

ときにつくしんぼ教室やほうあんふじを薦められたのに行かずにその

ままになってしまった子どもが、入園しクラス３０人の中に入ってき

た場合、非常に大変になる。そうした場合、人数にもよるが介助の教

員を配置するようにしている。 

どの時点で、親御さんに対し支援していくのか難しい問題である。検

診のときに保健師からアドバイスをしてもらっても、どうしても本当

に支援を必要とする子どもが落ちてしまう場合があり、そこをどうや

って助けていくか。また、就学に繋げるときに、通常級なのか支援級

なのか、足踏みをする親御さんに対して上手にアドバイスを行い、適

切に学校に繋げていく、そこが難しいし時間がすごく必要となってく

る。園長か担任が個々に対応することになるが、人数が多く難しいの

が現状である。つくしんぼ教室やほうあんふじも定員いっぱいだと聞

いており、そのような施設がもう少しあったら良いと感じている。 

村本委員  幼児定期検診のときに保育士が行って、親御さんと子どもたちが待っ

ている間に、一緒に遊ばせながら様子を見て、ちょっと気になること

があれば、親御さんにアドバイスをするようなことを行っている自治

体もある。色々なやり方があると思う。 

川向委員  大学に通っている姪が、発達障害に関する講義がとても長いが、非常

に大切なことであると話していた。 

また、発達障害の子が検診でも専門家への相談でも、どういうわけだ

かすり抜けてしまうことがある。 

そのような状態で通常級に進んだ時、自分と違うという理由で攻撃さ

れてしまうのだが、その時、学校が何もしてくれなかったという話を

聞いた。その子が高校生になり、たまたま担任の先生が発達障害を勉

強してきた方で、初めてお母さんに発達障害ではないかと伝えられた

いう。 

小さいうちにわかって、適切なケアをしてあげられれば親子で楽しく

過ごすことが出来ると思うので、是非、そのような場を作っていただ

くようお願いしたい。 

遠藤委員  発達障害を診断する医師も少ないし、そういう場所も無いので、１０

年たってもあまり進展したところがない。それよりも、子どもがいか

に自立出来るかに焦点を合わせたほうが良い。そのためには、しっか

り相談が出来る窓口をひとつ作り、何でもここに相談すれば対応出来

るようになれば、繋がりが良くなっていくのではないかと思う。 

一番問題となるのは、ＩＱはしっかりしているが、対人関係が出来な
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いとか人との協調性がないというような子である。 

自立させる方法については色々とあると思うので、何かが出来なくて

も基本的に自立した生活が送れることを考えていく場が最終的には必

要となる。 

専門家でなければ見れないという考えは依然としてあるが、相談窓口

をしっかりと設置して、そのような窓口があることを周知していけば、

もう少しスムーズな形になっていくと思う。 

佐藤委員  厚生労働省では保育所保育指針の改定に向けて現場でソーシャルワー

クの検証をしている。まだまだ耳慣れない言葉だが、どこの保育所で

も抱えている問題に対し、どういうところにどういう行動を起こせば

良いかということを判断する総合的な指針があれば、良いのではない

かと思う。 

現場に保育士以外にもソーシャルワーカーがいれば良いし、コンシェ

ルジュ的に色々な相談を受ける総合的な窓口があって、そこから専門

的な方を紹介してもらえれば、子育てに優しい小田原に繋がっていく

と思う。 

遠藤委員  保護者の方にも発達障害がある場合があり、こちらがいくら話をして

も理解出来なくて繋がらない場合があるが、保護者の力が強いので実

際それを無視して何とかしようと思っても難しい。現場で対応するの

は大変だし、話だけではなかなか解決しない問題である。 

栄羽委員  私も含め一般の親は、専門的な発達障害の知識がなく、初めて聞く話

ばかりであった。私の友人の子どもも１歳半検診などで少し言葉が出

てないとか言われても、友人の反応は「何か引っかかってさー」とい

う表現で、何か自分の子どもを傷つけられた感覚になってしまってい

る。そうではなく、早いうちに見極めていくことが大事であることを

親に啓蒙したほうが良いのではないかと、今までの話を聞いて感じた。 

発達障害の検査に予約していくという話になっても、自分の子が汚さ

れると思って、あまり行く気にはならない。そうではないということ

の働きかけを積極的にしていけば、すり抜けてしまう子どもが少しで

も減るのではないかと思う。 

宮川会長  子育てに優しい小田原として、支援施策とか何か別の視点があるとか

何かご意見があればお聞かせ願いたい。 

佐藤委員  昨年度、市の保健師の勉強会に参加させていただいた。その時に和光

市の保健師が来ていて和光市の取り組みとしてネウボラの紹介があっ

たが、母子手帳を交付する時にアンケートをとり、そのアンケート用

紙・アセスメントシートを保健師が見ながら随時ケアをしていくとい

うものであった。 

私の園の取組として、このアンケートを参考にさせていただいて、園
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の面談のときに使わせてもらっている。私も聞きだしやすいし、お母

さんの心配のポイントがわかるので、こんなところで悩んでいたのか

と気付く点が多かった。 

小田原市でも他市の事例を参考にして、いいとこ取りで構わないから

情報発信や案内など、わかりやすくしていってもらいたい。 

大木委員  少し話は変わるが、去年、大磯町で実験的に、学童保育を朝実施する

という事業が行われた。 

直観的に感じたことだが、これ以上、親の手から子育てを離してしく

政策を実施して良いのかと思った。通勤のために朝早く家を出なけれ

ばならないから、子どもを１人にすることがかわいそうだとか、この

政策を必要とすることはわからないわけではないが、そういう子がい

るからこの政策を行うという言い方が気になった。 

政策を立てる時に働く親の視点を入れることはやむを得ないし、必要

なことだと思うが、それを表に出す時に少し子どもの方に視点を向け

て「遊びたい子、朝学校で遊べるよ」的な発想が欲しいと思った。親

に対して何かするということには危機感があって、子どもの成長の視

点がないがしろにされている部分があると感じたので、政策を作る時

に子どもの成長に寄与しているのかという視点から始めると良いと思

った。 

佐藤委員  私の園は小田原駅近ということもあり、遠方でバリバリ働いている方

がいるが、その中で、月曜日から土曜日までフルに子どもを預ける方

がいる。 

子どもにとって、月曜日から土曜日まで朝から晩まで預けられたら、

集団生活の中で我慢していかなければならないこともあり、結構疲れ

てしまうのではないかと感じている。かといって、現実に働いている

親御さんに対して、預かることは出来ませんとは言えない。 

親と子がかかわる時間の確保は、社会全体で考えていかなければなら

ない問題だと思うし、その一方で、どこまで私たちは支援していけば

良いのかという点については日々悩みながら保育に取り組んでいる。 

川向委員  上の子が保育園にいた時の話だが、ある子どもが熱を出した時に、そ

の子のお母さんに連絡が全く取れなかったことがあった。携帯電話も

ない時代で職場に電話しても休みと言われ、結局、お母さんは美容院

に行き、買い物をしていたということであった。 

その時に園の先生方はとんでもないという反応であったが、園長先生

だけは「お母さんわかりますけど、何かあった時に困りますから、今

日は美容院や買い物に行きたいと言ってください。それに対して私た

ちは何も言いませんし、そういう時間も大切ですよね。ただ、どこに

行かれるかは教えてください。」と、話し方が大変上手で、物は言い



7 

方だと思った。 

友人から「子育てマップの対象はいくつまでなのか。親にとって中学

生になっても高校生になっても、子どもは子どもだが、子育てマップ

を見ると相談窓口の対象が小さい子のみとなっている。」と言われた

ことがある。小・中・高校生を対象とした窓口としては、城山にある

青少年相談センターがあるが、あそこは敷居が高いと思う。なかなか

行けないと思うので、子育てマップの表記を工夫するなどして、相談

に行きやすいようにしてもらいたい。 

また、横浜の友人から「小田原は子育てに優しいまちだね」と言われ

たことがある。是非、全国からそう言われる街にして欲しい。 

鈴木委員  自分の経験になるが、孫の障がいについて最初に気が付いたのは私だ

ったのだが、娘がそれを受け入れるまでが大変だった。小学校に入っ

たときは、支援級とのバランスを見つつ始めは通常級に入り、最終的

には支援級に通うことになったが、色々あって学校に全く行かない時

期もあった。学校の先生に相談し、アドバイスをしてくれるところが

ある旨の話を聞いて、そこに行って相談をした。現在、親が一番頼れ

る専門家の先生のところに月に２回ほど行ってアドバイスを受けなが

ら、孫は高校へ行くことになったが、その高校は普通の子もいるが障

がいを持った子も受け入れてくれる学校である。親としては先が見え

ないということが一番不安である。市の相談所にも行ったが、親とし

ては納得出来る回答がもらえなかったので、親自身が納得して相談出

来る場所を探すことに結構時間がかかった。まずは、母親が腹をくく

って、子どもの障がいを認めて全面的に受け入れることが基本ではな

いかと思う。それには母親だけでなく父親も協力し、子どもを見るこ

とは無論、母親を支えることが大切だと感じている。母親一人に任せ

るのはなく、周囲が支えていくことが必要だと思う。 

また、最近感じることとしては、何事も保育園や幼稚園に任せ過ぎ、

軸足を園に置き過ぎているのではないかと感じている。保育園や幼稚

園はあくまでもサポートであり、本当は家庭が軸であるべきである。

今の親御さんには古いと言われるかもしれないが、親が子どもを育て

ることが基本ではないかと思っている。 

 

テーマ②「就学前の教育、保育のあり方」 

 

武藤委員  就学前の教育について個人的な意見になるが、日本は就学前教育が出

来ておらず、バラバラである。 

日本の仕組み自体がそうなっているのだが、一番困るのは小学校１年

生の先生で、授業を受ける体制が出来ていないから、最初の６カ月間
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ぐらいの時間が無駄になってしまっている。 

学校教育法２２条で、「幼稚園は、義務教育が受けられるようにする

ための準備をする場所」となっている。また、同法１条で「学校とは」

とあり「幼稚園、小学校、中学校、高校、大学」などが決まっている

が、幼稚園にしっかり通っていれば、小学校に行ったときにスムーズ

に連続性をもって繋げられるというのが、日本の教育の建前であるが

実際には小学校へは色々な施設から集まってくる。そういう準備が出

来ていないのに、入学式で座って先生の話を聞けというのは、子ども

にとって酷な話である。年長の半年ぐらいをかけて訓練をさせること

が必要であり、それを行えば小学校に上がった時にスムーズに授業が

受けられると思う。私の園では、園児が小学校に上がるときにスムー

ズに進学出来るような子どもに育てているつもりである。国で出来な

いのであれば、小田原市で行ってほしい。 

佐藤委員  幼稚園・保育園、小学校、中学校と、その時その時の空間でしっかり

対応していくことが大切だと思う。個々の個性を伸ばすけれども、大

きくなったら社会貢献もしっかり考えることが出来るよう、集団づく

りも必要である。その中で自分の能力がしっかり伸ばせることが出来

る、また、自分でそのような場所を探すことが出来る、もし、出来な

ければ周りが、社会がフォローすることが出来たら良いと思う。 

今、国全体で考えていかなければならないことは、子どもたちの無意

識の中での育ちに対し、社会の中で生きていくために小さい時から積

み重ねが出来る場を、私たち教育者や大人全体で用意していくことで

ある。 

武藤委員  あまり難しい話ではなく、人の話が聞けるという基本的な態度を身に

着けることが大切で、学ぶことは小学校に行って教えてもらえればい

い。幼稚園は、法律で義務教育に行く前の子どもを育てることが役割

である。幼稚園だけでなく、５歳児すべてが、そのような対応が出来

る体制を作って欲しいと思う。 

一遍にはなかなか行かないと思うが、少しずつでも積み上げていく必

要がある。幼保小が連続的に一体となっていかないと、良い子は育た

ないというのが私の信念である。 

小川委員  幼稚園、保育園とも、どのような子どもを育てたいという狙いや内容

をもって各園で行っていると思うが、義務教育ではないので各園が特

色を持って運営している。それぞれ違いはあるが、うまく小学校に繋

げていきたいという気持ちは同じである。 

考え方や行ってきたことが少し異なる部分はあるが、幼稚園、保育園、

小学校が一緒になって考えていく場づくりであれば出来ると思うの

で、就学前の教育について考えていく必要があると思う。 
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武藤委員  繋がりについては、小学校の先生の中には良くやっていただける方も

いるが、組織立って行われていない。 

その先生だけで幼稚園と連携しても継続性がなく、その先生のいる間

は良いが、異動してしまうと無くなってしまう。この連続性を確保し

ていくことは本当に必要だと思う。 

川向委員  中学校区など各地区単位での集まりは使えないのか。私の地区では幼

稚園の行事、どんぐり拾いのために大窪小学校を訪問したり、中学校

の先生が英語を教えに大窪小学校に行ったりなど、交流をしている。

小学校や中学校の年間行事の中に地区の幼稚園や保育所との交流行事

などが組み込まれているので、その場を利用していくことは出来ない

のか。 

武藤委員  私の地区では、園の出身者が学校の先生に連携したいと話をして、た

またま、その先生が熱心な方だったので自分の園に話がきて、一緒に

劇などを行ったことはあるが単発のことである。先ほども述べたが組

織立った動きではない。 

川向委員  学校への働きについては、一先生に対して行うのではなく、市を通し

て学校に「こういう取組があり、すごく良い」とアピールしてもらう

と大抵の学校は動いてくれると思う。 

武藤委員  校長先生と話すことで、学校全体として進むようなこともあったが、

「危険である」など、様々な条件、出来ない条件の中でうまくいかな

いことが多い。 

宮川会長  先ほども話が出たが、相談の窓口がどこかとか、どこに声をかけたら

繋がっていけるのかなど、繋がりの部分に課題があるように思えるの

で、市のほうでも検討していただきたいと思う。 

 

テーマ③「小学校の放課後の過ごし方に関する課題」 

 

武藤委員  学童保育は色々なところで行われており、利用者は多いと思うが、出

来れば、様々な知識を持っているお年寄りの方々の協力を得て地域と

子どもが連携出来るような仕組みを考えられたら良いと思う。 

単に子どもを預かり、運動場で遊ばせておけば良いというのではなく、

地域の方々をボランティアで集めて協力してもらい、様々な経験をし

ていく場になれば、もっと利用価値があると思う。 

川向委員  やはり窓口が必要だと思う。学童保育なら小学校が、例えば民生委員

に対して、このような取組があるけれども地域のお年寄りに声をかけ

てもらえませんかとあれば、老人会に話をすれば、竹とんぼやお手玉

づくりを指導出来る方がいると思う。 

そのような方に繋げてもらえれば、今まで話をしてきた幼稚園、保育



10 

園、小学校、中学校の繋がりだけでなく、お年寄りと子ども、地域と

の繋がりも生まれてくるのではないか。 

武藤委員  教育委員会のほうで、そのような地域の方々のリストを持っているの

ではないか。 

佐藤委員  三の丸小学校で新たな取組が始まったそうだが、どのようなものなの

か。 

瀬戸副課長  地域と学校との繋がりについては、教育委員会では「放課後子ども教

室」という取組を始めている。まだ、全市的に広がっているわけでは

ないが、平成２６年に片浦小学校から始まり、その翌年には酒匂小学

校、そして今年度は３校が追加になり現在は５校になっており、平成

２９年度以降も徐々に拡充していく予定となっている。 

「放課後子ども教室」では地域の方々に協力していただきながら、先

ほど川向委員から話がでたが、竹とんぼや独楽作りをする活動や、学

校の授業が終わった後の自己学習の勉強の場を取り入れたものとして

広げていきたいと考えている。 

宮川会長  「放課後児童クラブ」にしても「放課後子ども教室」にしても、実態

に合わせて色々と工夫して子どもたちが安全に過ごせるようになって

おり、すごく良い取組だと思う。しかし、根本的にすべてを学校が担

っていくという発想自体は、乏しいものと感じている。 

市には、是非、「児童館」や「子どもセンター」のような研修や文化

を伝えていくことが出来るようなセンター機能を持った施設を子ども

たちのために整備してもらいたいと思っている。 

私は「放課後児童クラブ」で働いていたことがあるが、小学校６年生

まで学校の中にある「放課後児童クラブ」でなければ遊べないという

のは、子どもの発達にとって一体どういうものなのかと思っている。 

今、箱モノの整備がものすごく難しいことは重々わかっているが、指

導的なものとか、研修的なものを取り入れた子どもたちのためのセン

ターというものを考えてもらいたい。 

大木委員  実体験で、上の子が小学校にいき学童保育に通っていて、下の子は保

育園で、３人目が生まれた時の話だが、医者から聞いていたのは産後

のお母さんは１か月間は病人だからケアをしてもらいたいと言われ

た。 

「そうだな」と思っていたところ、学童保育を打ち切られるという事

態に遭遇した。家にいるのは病人だし、小学校の低学年一人で帰宅す

ることに不安があったので、何とかできないのかと相談したのだが、

その時は決まりだから従ってくださいということで、打ち切られてし

まった。自分にとってショックなことで、もう少し受け入れに対する

フレキシブルさが欲しいし、実情に応じた対応をしてもらいたいと思
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った。 

自分としては、学童保育は専門性に欠けていて、場が荒れることが多

いような感覚を持っている。その原因は正確にはわからないが、一つ

には見ている方の質の問題があるような気がしている。先ほど教育委

員会から説明があったが、「放課後子ども教室」を拡充したほうが、

子どもの自由な発想に寄り添ったような視点が持てるような対応が出

来ると思うので推進してもらいたい。また、「子ども食堂」であると

か「児童館」であるとか「民間ベースの学童保育」に対しても、実効

性のある取組と判断出来るのであれば、行政としてそこに税金を投入

すべきかどうかについて積極的に検討を進めて欲しいと考えている。 

土屋委員  自分の子は小学校２年生で学校はほとんど５時間授業なので、帰って

くると３時３０分ぐらいになるが、私は働いていないので学童保育は

利用していない。 

周りに学童保育を利用したり、習い事に通っている子が多いので、逆

に遊べる子どもがいないし、仮に遊べてもお互いに習い事のない日に

ピンポイントでしか遊べない状況である。 

小学生が忙しすぎて、例えば、今話のあった「放課後児童クラブ」や

「放課後子ども教室」はとてもいいと思うのだが、宿題があったり習

い事に通ったりしていて、下校しないで直接行けるならいいけれど、

一旦下校してからまた学校に行くとなると、実際に行きたくても行け

るのかなと感じた。 

今度、３年生になると授業が６時間になり、帰ってくるのが４時過ぎ

になるが、早く寝かせなくてはいけないから、６時には食事をして７

時にはお風呂に入り、８時に寝る準備をして、９時には寝る、となる

と本当に時間が無い。 

お母さん方の間で学童保育の話も出るが、宿題を見てくれるところで

はないので、夜お母さんが仕事から帰ってきて夕飯の準備をしている

最中に「宿題は？」となる。宿題の内容によっては、夜遅くまで親子

で対応しているらしい。 

自分としては、出来れば子どもがいる時間は、子どもと向き合いたい

ので、子どものいない時間に家事をこなそうとするための家事仕分け

をすると２５以上の項目が出てくる。それを一つずつ消していくのだ

が、働いていない私でさえ大変で、疲れて心に余裕がなくなってしま

う。働いているお母さんは本当に大変だろうし、どうしているのかと

思ってしまう。 

国の政策だとは思うが、市は受け皿の整備に力を入れているように感

じるが、働く環境が整っている社会より、せめて親と子が小さいうち

だけでも向き合える時間が持てる社会になったら良いのではと思う。 



12 

個々の事情があり、働かざるをえない人もいるし、自分のキャリアを

大切にされる方もいるのは理解しているが、せめて小さいうちの間だ

けでも働かなくてもよくて、子どもと一緒に入れる時間が作れればい

いと思う。 

佐藤委員  私も「児童館」のようなものを設置することには賛成で、専門性を持

った方に対応してもらうことは、働いている親御さんに限らず、全て

の親御さんの窓口になってもらえればいいと思う。 

 

 

 （３）その他 

 

遠藤委員  今日の話し合いを通してのことになるが、まずは相談窓口が必要であ

る、ということは皆さんが述べられた通りである。 

もう一つは、教育という点についてだが、保護者の方の子育てに未熟

なところがあるので教育していく必要があると感じている。 

薬の飲み方がわからない人がいたり、普通の発達なのかどうかもわか

らない人に対して、市民公開講座のようなものを考えており、これか

ら少しずつだが行っていこうと考えている。 

また、「放課後児童クラブ」に関しては、未就学児童と就学児童だと施

設のサイズが違うことから、両方が共通して使用することは難しいと

感じており、それに対応出来るような施設を用意したほうが良いと思

った。 

村本委員  この件とは別になるが、昨日、生活保護に関する報道があった。私と

しては、様々な場で市の職員の方々と接しているが、とても親切で素

晴らしい職員だと感じていたので、とても驚いた。 

福祉の現場というのは、子どもがいる親御さんにも深く係ってくると

ころであり、無関係とは思えない。福祉の現場が大変で職員の方々が

頑張っていることはわかるが、今回のことについては私には理解でき

ないし、このジャンパーを作ったことで、本当に福祉の現場が良くな

ったのか、私は疑問に思った。小田原市では、福祉を切り捨てるので

はなく、利用者の立場にたった対応をしていってもらいたい。 

少し違うかと思ったが、小田原市には良くなってもらいたいので敢え

て言わさせていただいた。 

 

宮川会長  他に意見もないようなので、平成２８年度第２回子ども・子育て会議

を終了する。 

 

閉会 

 


