
第３回 信濃町子ども・子育て審議会 議事録 

 

 

教育次長： 

 それでは遅れて来られる委員の方もいますが、定刻を過ぎましたので、只今

から第３回信濃町子ども・子育て審議会を開会いたします。 

 開会に先立ちまして竹内教育長から一言ご挨拶いたします。 

 

教育長： 

 各委員におかれましては、ご多用の中をご出席いただき感謝申し上げます。

早いもので３月になり、明日はひな祭りです。年度末のお忙しい中を本会議の

ためにありがとうございます。 

 さて前回まで、町で進めている様々な施策を説明させていただき、また現場

の視察もしていただきました。 

 今日は、事務局からこれまでの２カ年の施策の進捗状況を報告させていただ

きながら、残りの２年の事業計画の目標数値の確認をいただく予定でいます。 

 今年度の審議会で全ての項目について一定の整理がつかなくても、皆さんか

らのご意見を頂戴しながら、次年度以降に繋げていきたいと考えております。 

 いずれにしましても、本日お集まりの委員の皆さんは、それぞれ何らかのお

立場で子どもに関係していただいております。その委員の皆さんの生きた発言、

生きた声として、これからの施策に直結するようになりますので是非、忌憚の

無い発言をいただければと思っております。大変ご苦労さです。 

 

教育次長： 

つづきまして、峯村会長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

会長： 

皆さんこんにちは。前回は施設見学ありがとうございました。 

保育園や学校だけでなく信濃町には色々な子育てを支援する施設があること

を見ていただけたと思います。その後のワークショップの中でも皆さんから活

発な意見をいただき時間が足りないくらいでした。 

一つ一つの意見が信濃町の子育て支援を決めていく大事な意見になりますの

で、今日の会議でも活発な意見をお願いします。 

さて、いよいよ本日は、数値目標について検討をいただきます。 

ただ、数値目標を定めたからといって絶対に達成しなければならないという

ものではなく目標を定めたことによってこれから信濃町がどういう子育て支援



を目指すのかという指標になりますので、こんな信濃町になったら良いなとい

う意見を出していただけたらと思います。皆さんよろしくお願いします。   

 

教育次長： 

３の審議事項に入ります。ここからの進行は峯村会長お願いいたします。 

 

会長： 

 それでは審議事項の(１)子ども・子育て支援事業計画の数値目標についてま

ずは、児童数の推移の見込みについて確認をしたいと思います。 

 これは子どもの数をどう見込むのかによって、様々な事業を進める基本にな

る数値です。事務局から説明をお願いします。 

 

子ども支援係長 

 【児童数の推移の見込みについて説明】 

 ・事業計画の実行により数値が上向く見込みとして 40人前後のままでもよい

が、平成 26年度から平成 28年度までの出生数を鑑みて平成 30年度以降の

0歳児の見込み数を 30人から 35人の数値に下方修正したい。 

 

会長： 

 数字を当てるゲームではないので外れたからダメというものではありません。 

 ただ数字を 30 から 35 と言われても意味がよく分らないと思います。具体的

には、信濃町で 30 人以下学級に取り組んでいるので 30 人だと信濃小中学校の

学級数が１学級になります。31人だと２学級になります。 

30と 31は大きな意味が違うのです。 

また 35人までは信濃町で２学級にするために先生を雇用しなければなりませ

んが、36人になると町で負担をしなくても県で２学級にしていただけます。 

その場合は、６年生になっても中学生になっても２学級のままなので、36 と

いう数字はそういう数字なのです。 

 単に何人という数字ではなく、どういう子育て環境を作りたいかという大き

な意味があるので、今の状況で 30人以上が生まれるというのは、確かに難しい

かもしれませんが、この審議会だけで考えていても無理ですが、信濃町全体の

政策の中で達成できるとよいと思っています。ちなみに入学式の子どもの数は

減っているのですが、年度途中での転出入をみると若干ですがプラスになって

いるのです。 

 といったことを踏まえて委員の皆さんのご意見をいただきたいのですがいか

がでしょうか。 



 

委員１： 

 最低限２クラスは欲しいと思います。 

 

委員２： 

 最低でも２クラスにならないと小中一貫校なので、ずっとクラスのメンバー

が一緒になってしまいます。 

１年生から９年生まで一緒だと、何も言わなくても友だち同士みんな分って

しまう存在になり家族の一員のようになってしまいます。 

高校に上がってから人数が急に増えるようになると、高校に進学してもクラ

スに知っている人がいないことから、孤立してしまわないか心配です。 

１クラスになったら他の学校との交流をしてほしいと思います。 

 

会長： 

 31という数値より 36という数値の方が良さそうですね。 

 

委員３： 

 なかよしで母親との話しの中では、31 人だと２クラスになっても 15 人と 16

人のクラスになるので少なすぎる集団かなとの声もありますので 36人が良いで

す。 

 

会長： 

 それでは、いくら議論を尽くしても将来数値は、あくまでも見込みの数値で

すので、将来の子ども達の環境を考えて平成 30年度以降の０歳児の見込み数を

36人にしたいと思います。 

それに伴って１歳・２歳以降の人数が変更なりますので事務局で修正をいた

だいて次回提出いただくようお願いします。 

 続いて子育て支援の充実（施策４～施策６）について事務局から説明をお願

いします。 

 

子ども支援係長 

 【施策４について説明】 

 ・ファミリー・サポート・センター事業は、平成 22年度の２件の利用実績か

ら実績がない。事業計画で平成 29年度から事業の再構築をして実績数を 20

と見込んでいるが、実際にスタートできるのは最短でも平成 29 年度の 10

月になるので利用見込み数を 20 から 10 に減らしたい。また事業の再スタ



ートに向けた準備は事務局で全て行なうが、提供会員と依頼会員のマッチ

ングは木育ルームなかよしで考えている。 

 ・一時預かりの利用数は、里帰り出産数に大きく影響し予想が難しいが、現

在の 100 件は多すぎるので、50 件に下方修正したい。ただし見込み数に対

しての確保は全て行なうものとする。 

 ・木育ルームなかよしは、平成 29年度から利用者支援事業と地域子育て支援

拠点事業によって拡充する。また、平成 28年度の現時点での利用見込み数

は 4,000 人となっている。平成 29 年度以降の利用見込み数を 3,500 から

4,000人の範囲で上方修正をしたい。 

 ・放課後児童クラブは、これまでの利用実績と定員数により利用見込み数と

確保数を本館分室それぞれに上方修正したい。 

 ・病児・病後児保育は中枢連携都市圏構想の中で、長野市、須坂市などのサ

ービスを利用できるようになった。 

 ・鉄道運賃補助事業と奨学資金貸付事業はそれぞれ実績により下方修正する。 

 ・その他は、30年度以降の 0歳児数の見込みにより影響する数値を 36人に修

正する。 

 

会長： 

 施策４について数値の見直しが多くあるので区切って質疑をしたいと思いま

す。これまでのところで質疑ありますか。 

 

委員４： 

 ファミリー・サポート・センター事業についてもう少し詳しく説明をお願い

します。 

 

子ども支援係長 

 子どもを預けたいという依頼会員と預かってもよい提供会員をそれぞれマッ

チングさせて、相互援助による子育て支援をするものです。 

 １回につき依頼会員は利用料が掛かりますが、国の補助事業なので提供会員

には補助金額を含めて町からお支払いをするようになります。 

 提供会員には研修を受けていただく必要がありましたが今年度より県で一括

して研修を行なっていただけるように制度改正がありましたので事業の再構築

が可能となりました。 

 木育ルームなかよしでマッチングの窓口にするのが最も良い方法と考えてい

ますので、利用者支援事業による拡充として事業の再構築を来年度検討したい

と考えています。 



委員５： 

 今年度は 4,000 人に届きそうな見込みですが、子どもたちには、天気の良い

日には外で遊んでもらいたいとも思うので、3,500人を目標値としていただきた

いと思います。 

 

会長： 

 それでは、なかよしの目標値は 3,500 人として、それ以上にニーズが増えて

足りなくなったら、あらためて考えることにしましょう。他にご質問ご意見よ

ろしいでしょうか。 

それではそれぞれ事務局からの提案により網掛けの数値を修正いたします。 

 続いて施策５から施策６について説明をお願いします。 

 

子ども支援係長 

 【施策５から６について説明】 

 ・事業内容の説明を行ない数値の見直し無し。 

 

会長： 

 施策５から６について、目標値の見直しは行ないませんがよろしいでしょう

か。【質疑なし】 

 それでは施策７から施策９について事務局から説明をお願いします。 

 

子ども支援係長 

 【施策７から施策９について説明】 

 ・プリネイタルミーティングによる集団指導からペリネイタルビジットによ

る個別カウンセリングに事業方法が変わったことから数値を回数から人数

に変更する。 

・その他は、30年度以降の 0歳児数の見込みにより影響する数値を 36人に修 

正する。 

 

会長： 

 施策７から施策９について説明をいただきましたが、一点質問があります。 

 施策９の障害児支援事業について、今回数値の見直しはしませんが基準値か

ら見込み値が増えています。事業計画を作成した際どのようにして定めたので

すか。 

 

子ども支援係長 



 第４期信濃町障害福祉計画との整合を図っているので、数値は福祉係で定め

ましたので分りませんがおそらく、障害児童が増える見込みではなく、適切な

就学相談や障害理解により必要な福祉サービスを利用する方の率が増えるとい

うことで基準値よりも平成 31年度の見込み値が増えているのだと思います。 

 

会長： 

 他に不明な点について質問ありますか。【質疑なし】 

 ないようであれば、事務局からの提案とおり修正することにいたします。 

 

会長： 

 施策７～施策９についての数値の見直しは終了しましたので、(1)子ども・子

育て支援事業計画の数値目標について終わりました。全体をとおして意見や質

問ありますか。【質疑なし】 

 ないようであれば、続いて(2)国・県の幼児教育の動向について事務局から説

明をお願いします。 

 

子ども支援係長 

 【国・県の幼児教育の動向について説明】 

 ・国は平成 28年４月から幼児教育研究センターを設置し幼児教育に関する調 

査研究や研究結果の普及、研究ネットワークの構築を進めている。 

 ・学習指導要領の改定が幼児教育から高等教育まで一貫して中教審で審議を 

されて今年度答申がなされ幼児教育、小学校、中学校の指導要領が改定さ 

れる。 

 ・幼児教育については平成 30年から全面実施される。幼稚園指導要領と保育 

所保育要領等も整合を図られ改定される。 

 ・学校教育では主体的・対話的で深い学びができるアクティブラーニングの 

視点で学習過程の改定が行なわれる。 

 ・今回の幼児教育指導要領の改定で、これまでの５領域だけでなく幼児期の 

終わりまでに育ってほしい 10の姿が示される。 

 ・幼児教育と学校教育は、保育園での遊びをとおした成長を学校が意識しな 

がら生活科を中心にスムーズな接続をするようになる。 

 ・幼児教育への投資の効果が高いことが、アメリカでの社会実験結果ら証明 

されている。国も幼児教育の段階的無償化に取り組んでいる。 

 ・国は幼児教育センターを都道府県に設置して、保育の質の向上を図るよう 

考えているが、長野県では今のところ幼児教育センターの設置の計画は示 

されていない。 



 

会長： 

 説明の中で長野県は幼児教育センターの設置計画が遅れているなどドキッと

する話しがありましたが、私は色々な研修に参加させていただいたり、信濃町

の保育園の取り組みを見させていただいたりしていて、信濃町の幼児教育はけ

っして遅れていないので保護者の皆さんはご安心ください。 

信濃町は、国が考えている保育園と幼稚園の良い方法での幼児教育を行なっ

ていると思います。これまでの私たちがイメージする幼児教育は、幼稚園では、

学校教育の先取りをして才能を伸ばすための教育を行なっていて一見すると賢

そうな子どもを育てている。保育園では、取りあえず預かって安全にお返しす

るだけの保育をしているイメージだったかもしれません。 

しかし、これから大切になるのは、その年齢毎に成長する可能性を伸ばすこ

とです。幼児期の３歳、４歳、５歳の子どもは、勉強を先取りしてするのでは

なく、遊び込むことが重要なんです。 

私も小学校に入学してくる子どもたちを見ていて、やんちゃな子もたくさん

いますが、学校に入ってから伸びる子どもは、幼児期にしっかりと遊び込んで

きた子どもたちだと感じます。 

それから幼保小の連携が重要であると言われています。小中の連携により中

１ギャップの解消を信濃町はしましたが高１ギャップも当然あります。 

先ほど小集団から高校に進学するとギャップに苦しむのではないか心配であ

るとの意見もありましたが、小集団から進学するから高１ギャップが生まれる

ものではありません。 

信濃小中学校の統合の際にも古海小学校の子どもたちは心配されましたが、

古海の児童が不適応を起こすことはありませんでした。大切なのは、発達段階

において発達課題をクリアーしているかなのです。 

配付資料の明日を拓くに書かれているのですが、福井県のシンポジウムへ行

った際、小学校生活の準備のために幼児期にやることは何かとの質問がありま

した。形としてあるわけではないので、子どもたちのやりたい気持ちを育てる

ことが大切だと言われていました。 

幼児期のやりたい気持ちを育てるには、一番は遊びということになるのです

が、その遊びも、形だけ整える遊びではなく、本当に子どもたちが自分で遊び

たいことを考えて遊ぶことが大切です。 

信濃町の保育園の先生が上手なのは、今日の遊びを見て、明日の遊びを工夫

できるよう環境設定していただけることです。 

小学校に上がるためにキチンとしていられるよう指導しなければいけないの

ではないかと保育園の先生や保護者の方が思われるのですが、実はそうではな



いのです。 

親や教師の指示したとおりに動けることが大切なのではなく、子どもたちが

自分で何を本当にしたいのか。そこに学ぶ姿勢があるので、先生の話を聞けな

いのは、しつけが悪いのではなく先生が楽しい話しをしてくれないからなので

す。今日なかよしに行ってきたのですが、子どもたちを見ていて凄いなと思っ

たのは、魅力的な話しをする人の話しを聞いていたので、そういうことが大切

なんだと思いました。 

 スマホやパソコンがある方は是非信州やまほいくの郷というサイトを見てい

ただきたいです。 

信濃町の４園の保育事例を見ることができます。 

子ども達の生き生きとした姿が見られるので私は、これを見るのが非常に楽

しみです。遠く離れた祖父母も孫の姿をパソコンで見ることができるので、自

分自身のことを考えてもきっと嬉しいと思います。 

他園と比較すると分るのですが、信濃町が一番凄いです。やっている内容も

凄いですし、保育士さん達が本当に子ども達の様子をしっかりみていてくれて

いると思います。 

それからただ、お散歩をしてくるわけではなく、散歩の中から子ども達は色々

なことに気がつくのですが、そういった狙いが、お散歩一つをとってもあるの

だと気付かされるのです。 

保育士さんは、おそらく色々語りかけたり、意図的に子ども達が見ることが

できるよう声を掛けているのだと思うのですが、それが今の信濃町の保育園な

のです。 

そのやり方がおそらく文科省が示している幼児教育の最先端を信濃町の保育

園が実践しているのだと思います。 

また、長野県の幼児教育を牽引している先生を紹介いただきお話しをしたの

ですが、信濃町の保育園を絶賛しておりました。素晴らしいと思います。 

アクティブラーニングについても説明がありましたが、こからは単に一人で

勉強をして一生懸命知識だけを溜め込んでもダメなのです。 

私も教育委員会で分らないことがあると周りの人に教えてもらって出来るよ

うになったり、逆にこれまでの経験から恩返しができている部分もあると思う

のです。そうやって人は育っていくので、そういう子どもを育てて行かなけれ

ばならないのです。 

５引く３の問題があるとします。小学校１年生がやる単元なのですが、最初

からできる子もいるしできない子もいます。５人で遊んでいて３人が帰りまし

たという問題があると５引く３の式で答えを出しますが、大抵の子は単元の終

わりにはできるんです。 



ところが、私が実際に見た子どもの中にいたのですが、大多数の子は遊んで

いる子どもの顔を思い浮かべず５引く３を答えるのですが、友だちの顔を思い

浮かべて、この子とこの子が残ったらどんな遊びをするだろうかと何通りもあ

る組み合わせを考えていたりするんです。 

そうすると最終的にどの組合わせになっても最後は２人が残ることが分んで

す。 

複雑な事象を一つの５引く３の式で書けるということは凄いことなのですが、

ストレートに５引く３にたどり着いてしまっては、深い学びにはなりません。 

でも、とんちんかんなことを考えているかもしれない子と対話的に関わらせ

て学びをすることによって、学びは深いものに繋がるのです。 

県では、幼児教育センターを考えていないのですが、信濃町の保育士さんは

３月６日の勤務時間後に勉強会を予定しています。 

学校の先生と保育士さんや関係する先生方が一緒に研修ができるようになる

と良いと思いますが、そういう意味では、信濃町は、実質的に幼児教育センタ

ーができていると思います。 

後は、これから先どういう仕組みが信濃町にとってより良い仕組みになるか

検討すべきだと考えています。 

委員の皆さんからのご意見はありますか。【質疑なし】 

 施策１～施策３については、時間の都合もありますので、第４回の審議会で

認定こども園の制度の詳しい説明をいただきながら審議をしたと思いますので、 

(3)今後の予定について事務局から説明をお願いします。 

 

子ども支援係長 

【前回の審議会で出された意見を基に今後の予定を説明】 

・木育ルームなかよしに関する意見は概ね高評価である。 

・来年度から乳房マッサージを週２回に増やす。 

・相談員も利用者支援事業を導入しながら増員する。 

・隔週土曜日も相談員を配置しながら土曜日に遊びの会を開催したり、保育 

園を利用する保護者も使いやすい工夫をしていく。 

 ・２、３歳の身体を使ってダイナミックな遊びをしたい場合は、総合体育館 

の利用状況を見ながら、アリーナや格技室を使っても良いことになった。 

・なかよしでお誕生日会を開催する予定になった。 

・児童クラブに関する意見は概ね好評である。 

・学年が上がっても利用率が大幅に減少しない。 

・分室でのおやつの提供は、子ども教室との関係があるので今年度様子を見な

がら検討する。 



・保育園について施設面の整備が遅れている意見が多かった。 

・保育園の統合についての意見も出ているが、今後のあり方の検討について 

第４回審議会で検討したい。 

・学校については、通学路の安全点検に関する意見が多くあったので、総務 

教育係へ繋いで改善を検討したい。 

 ・その他、地域と子ども達との関わりを増やしたり学校と保育園が連携でき

る仕組みを考えるべきとの意見が多くあったので、今後の保育園の検討と

併せて考えたい。 

 ・次回の第４回審議会は３月 29日午後３時に決定。 

 

会長： 

 次回の日程も決まりましたので、以上で審議事項を終えることができました。

審議内容の全体を通してご質問やご意見ございますか。 

 よろしければ、進行を事務局にお返しします。委員の皆さん長時間にわたり

お疲れ様でした。 

  

教育次長： 

 ４のその他ですが、事務局から１点お願いがございます。 

 第１回の議事録と第２回の議事録を委員の皆さんにお送りしてございます。

内容をご確認いただいていると思うのですが、修正がありましたらこの場でお

知らせいただければと思います。 

 

委員６：  

 児童クラブ分室で０歳から１歳と２歳から３歳まで別けたらと書かれていま

すが、これは児童クラブ分室ではなく、なかよしの部屋を別けてと言ったので、

児童クラブを削除してください。 

 理想は網のカーテンで別けられると良いのですが、なかなか難しいかもしれ

ませんが児童クラブではありません。 

それから、信濃町へ若い人が来られるような企画を作り発信してほしいとの

意見に続いて、ボルダリングとかと書かれていますが、これは２から３歳の子

どもが遊べるボルダリングを作って欲しいと意見をしたので、なかよしの方に

入れてください。 

 

教育次長： 

 ご指摘の部分を修正させていただき、第１回と第２回の議事録について子育

て支援サイトに掲載させていただきますのでよろしくお願いします。 



 事務局からは以上ですが、何か全体を通してご質問やご意見ございますでし

ょうか。 

 ないようでしたら、以上をもちまして第３回信濃町子ども・子育て審議会を

閉会といたします。 

 ご苦労様でした。 


