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令和３年度第２回船橋市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 会議録 

 

開催日時 

令和４年２月４日（金）～２月２４日（木） 

（資料の送付から回答の共有まで） 

 

開催場所 

書面開催 

 

出席委員 

大塚 正久        船橋市青少年問題協議会委員 

大沼 良子        和洋女子大学教授 

大野 地平        聖徳大学短期大学部准教授 

杉岡 喜幸        日本公認会計士協会千葉会会員 

髙橋 强         船橋市民生児童委員協議会会長  

田中 善之        船橋市私立幼稚園連合会会長 

中原 美惠        東洋大学名誉教授 

長島 由和        船橋市社会福祉協議会常務理事 

原野 弥生        船橋市ＰＴＡ連合会監事 

松﨑 総一        船橋市保育協議会会長 

三田 茂男        千葉県市川児童相談所船橋支所長 

松本 歩美        船橋市医師会理事 

宮代 隆治        船橋市障害福祉施設連絡協議会会長 

横山 洋子        千葉経済大学短期大学部教授 

 

次第 

１．日程  

（１）２月４日（金） 会議資料送付 

（２）２月７日（月）～２月１４日（月） 意見・質問等受付 

（３）２月２４日（木）意見・質問等に対する回答共有 

 ２．議題等 

  （１）保育所・幼保連携型認定こども園の認定に係る意見聴取について 

（２）船橋市児童相談所の設置について（進捗報告） 

     

 

 

公開区分 

公開 

 

傍聴者の定員・傍聴者数 

 ― 
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資料説明 

 

資料１ 保育所・幼保連携型認定こども園の認可に係る意見聴取について 

 

１ページ 

 令和４年４月１日に開設を予定する保育所３施設、幼保連携型認定こども園１園の開設計画に

ついて、皆様にご意見をお伺いします。 

本意見聴取は、児童福祉法に基づく保育所の認可及び就学前の子どもに関する教育保育等の総

合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の認可に際して必要となる法

定の手続きとなります。 

 

２ページ 

 船橋市全域における、各施設の計画地の位置を示す資料です。 

黒の実線は、東西南北中央の５つの行政ブロック（＝船橋市子ども・子育て支援事業計画にお

ける教育・保育提供区域）に分けており、今回西部に①の１施設、東部に②と③の２施設、中部

に④の 1施設が位置します。 

以下、各施設の概要説明です。なお、資料１に記載のとおりの内容については、説明を省略し

ています。 

 

３～６ページ 

①保育所（児童福祉施設）の概要 

 

「１ 施設」 

名称は、 オーチャード・キッズ船橋馬込沢園となる予定です。 

所在地は、藤原７丁目、東武アーバンパークライン馬込沢駅の駅前に位置しており、徒歩１分

程度の場所です。詳しい位置は、６ページの詳細図をご参照ください。 

 

「２ 設置者」 

 同法人は、市内の藤原７丁目で小規模保育事業Ａ型を１施設、その他にも県内で小規模保育事

業Ａ型を２施設運営しております。 

 本計画は、このうち市内で運営している小規模保育事業所Ａ型のオーチャード・キッズ船橋馬

込沢園を認可保育所へ移行するものとなります。 

小規模保育事業Ａ型としてのオーチャード・キッズ船橋馬込沢園は令和３年４月１日に開所し

ましたが、小規模保育事業所で行える２歳児までの保育ではなく、就学前までの一貫した保育を

提供するため、事業者より認可保育所への移行の強い希望がございました。 

 また、馬込沢駅周辺は市内でも待機児童が多く発生しており、１・２歳児の待機児童が大半を

占めるものの、３～５歳についても定員拡大が必要であることから、オーチャード・キッズ船橋

馬込沢園を認可保育所へ移行を進めるものとなります。 
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「３ 認可定員」 

 認可定員は、４３人です。 

 なお、船橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例においては、条例本則に

定める【市基準】と附則に定める【県基準】がございます。 

詳細については参考資料「各施設等の設備の基準（抜粋）」に記載しておりますのでそちらを

ご覧ください。 

 

「５ 施設の状況」 

 保育所の屋外遊戯場（園庭）については、２歳以上の園児１人あたり３．３㎡以上という面積

基準がありますが、本計画については、基準を満たす園庭が確保できないため、表の屋外遊戯場

の欄は「無」と表記しています。 

なお、基準を満たす園庭を確保できない場合は、近隣の公園等を園庭の代替地として設定する

必要があり、備考欄にはその代替地の名称を記載しています。 

本計画については、園庭の代替地として馬込沢公園を設定しております。詳しい位置は、６ペ

ージの詳細図をご参照ください。 

 代替地として、特定の公園を記載しておりますが、日常の屋外活動において、それ以外の公園

などを使用することを妨げるものではありません。 

 

「８ 職員」 

既に開設当初に予定する人数の保育士を確保済みである旨、法人に確認しています。 

 

７～１０ページ 

②保育所（児童福祉施設）の概要 

 

「１ 施設」 

名称は、東船橋ひなた保育園となる予定です。 

所在地は、中野木２丁目、ＪＲ総武線東船橋駅から歩行距離で約１,５００ｍ、徒歩１９分程

度の場所です。詳しい位置は、１０ページの詳細図をご参照ください。 

 

「２ 設置者」 

 設置者は、株式会社ＡＦＦＥＣＴＩＯＮです。 

同法人は、県内で小規模保育事業Ａ型を１施設運営しております。 

 

「３ 認可定員」 

 認可定員は、６０名です。 

 

「５ 施設の状況」 

本計画については、敷地内に基準を満たす園庭が確保される計画となっています。 
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「８ 職員」 

 既に開設当初に予定する人数の保育士を確保済みである旨、確認しています。 

 

１１～１４ページ 

③保育所（児童福祉施設）の概要 

 

「１ 施設」 

名称は、トット保育園はさまとなる予定です。 

所在地は、飯山満町３丁目、東葉高速線飯山満駅から歩行距離で約５５０ｍ、徒歩６分程度の

場所です。詳しい位置は、１４ページの詳細図をご参照ください。 

 

「２ 設置者」 

 設置者は、株式会社トットメイトです。 

同法人は、本社所在地である愛知県を中心に、複数の県で認可保育所を６施設、小規模保育事

業Ａ型を６施設、認可外保育施設を７４施設運営しております。 

 

「３ 認可定員」 

 認可定員は、６７名です。 

 

「５ 施設の状況」 

本計画については、敷地内に基準を満たす園庭が確保される計画となっています。 

 

「８ 職員」 

 認可基準上の必要配置数を満たす人数の職員を確保済みである旨、確認しています。 

 

１５～１９ページ 

④幼保連携型認定こども園（児童福祉施設）の概要 

 

「１ 施設」 

名称は、認定こども園 栄光幼稚園となる予定です。 

所在地は、芝山３丁目、東葉高速線飯山満駅から歩行距離で約３００ｍ、徒歩５分程度の場所

です。詳しい位置は、１９ページの詳細図をご参照ください。 

 

「２ 設置者」 

設置者は、学校法人なかよし学園です。 

同法人は、市内の芝山３丁目で幼稚園を１施設運営しております。 

本計画は、上記の幼稚園を幼保連携型認定こども園へ移行するものとなります。 

 

「３ 認可定員」 

 認可定員は、１６５名です。 
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 内訳は保育を必要としない満３歳以上児（１号認定こども）の定員が１３５名、保育を必要と

する満３歳以上児（２号認定こども）の定員が３０名となっております。 

 なお、本計画では３歳未満児についての定員設定を行わないことから、保育を必要とする満３

歳未満児（３号認定こども）の定員については０名としております。 

 

「５ 施設の状況」 

 幼保連携型認定こども園の園庭については、学級数に応じた面積基準と、２歳以上の園児１人

あたりの面積基準がございますが、本計画については、基準を満たせる広さの園庭が確保されて

おります。 

 

「７ 不動産の貸与」 

 貸与を受ける不動産は、土地のみとなっております。 

 

「８ 職員」 

認可基準上必要配置数を満たす人数の職員を確保済みである旨、確認しています。 

 

各施設の概要の説明は以上です。 

 

 

資料２ 船橋市児童相談所の設置について（進捗報告） 

 

資料２の概要                               

船橋市児童相談所の設置に関する進捗状況について、ご説明させていただきます。船橋市児童

相談所の設置については、平成２５年度から庁内で協議を重ね、平成２７年度からは県市川児童

相談所へ職員の派遣研修を実施し、令和２年度には船橋市児童相談所基本構想の策定に着手し、

令和３年７月に基本構想の策定が完了したところです。 

 基本構想では、船橋の子どもたちの安全で安心な生活を守るため、市家庭児童相談室を一体と

した組織体制とし、虐待の初期対応から在宅支援まで一貫した支援体制を構築することとしてい

ます。 

 こうした体制を可能な限り早い時期に確立するため、庁内の関係部署と開設時期について協議

をしてまいりましたが、昨年１１月に協議が整い、市として令和８年４月の開設を目指すことと

いたしました。その後、１２月に開催された令和３年第４回船橋市議会定例会で施設の基本・実

施設計に係る補正予算議案の承認をいただき、現在、基本・実施設計を委託する事業者の選定と

整備地の測量等の作業を進めているところです。 

 

１ページ 

それでは「１．基本構想の概略」について改めてご説明いたします。 

①本市の現状と課題についてです。現在、家庭児童相談の取り組みにあたっては、虐待リスク

の重さや求められる専門性により、県の市川児童相談所と市の家庭児童相談室で、役割を分担し

て行う二元体制となっていることから、両機関それぞれがケースを移管することになった場合に
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一貫した支援が行えなくなったり、対応に時間を要する事態が生じたりすることがあります。ま

た、ケースに対して両機関で緊急性の認識や支援方針が異なることもあります。 

次に②市児童相談所の基本方針・運営方針についてです。市として、子どもたちの安全で安心

な生活を守るとともに、健やかな成長と発達を支援し、複雑化・多様化する現代社会において子

育て家庭に寄り添い支えるため、市児童相談所の設置を目指すこととしています。 

また、市児童相談所の目指す姿を「船橋の全ての子どもの安全で安心な生活を守り、健やかな

成長と発達を切れ目なく支援する拠点」とし、市児童相談所内に児童相談所部門と家庭児童相談

室部門を設け、それぞれが柔軟に連携可能な体制を構築することとしております。 

 

２ページ  

次に資料の２ページ目をご覧ください。「２．整備地」と「３．開設時期」についてです。場

所はＪＲ南船橋駅南口にある市は保有する土地の一部、約 3,000平方メートルとなります。当該

地は南船橋駅市有地再開発事業の福祉ゾーンとなり、隣接する北側には高齢者福祉関連の施設が

建設される予定です。先ほども申し上げましたが市児童相談所の開設時期は令和８年４月を予定

しております。 

 

３ページ 

資料の３ページをご覧ください。最後に「４．開設までのスケジュール」についてです。 

表の一番上、「施設整備」の欄になります。先ほどお話したとおり現在設計事業者の選考に着

手しておりますが、基本・実施設計を令和５年の前半までに完了したいと考えております。その

後、５年度中には建設工事に着手し、令和７年中に施設が竣工し、準備期間を経て令和８年度開

設の予定となっています。 

次に「人材確保と育成」についてですが、虐待相談の件数増加の対応と児童相談所の開設を想

定し、現在も家庭児童相談室に計画的に必要な人数が配置されております。また、平成２７年度

から県の市川児童相談所へ研修目的の職員派遣を行っており、現在派遣中の職員も含めてこれま

でに１３名を派遣しておりますが、これにつきましても来年度以降、派遣先及び派遣人数の拡充

を図っていく予定です。 

次に「移譲業務等協議」についてですが、本市が児童相談所設置市になることにより、児童福

祉法や児童虐待防止法等に基づく県からの業務が数多く移譲されることになります。児童相談所

長の権限による事務を除く主なものだけでも児童福祉施設の設置認可等の事務や障害児給付費

事務これについては通所と入所双方の事務を担うほか、療育手帳の交付にかかる判定事務があり

ます。 

これらの業務について令和４年度から２年間で関係各課と詳細を精査しながら、所管等につい

て協議し県からの移譲に備えます。また、令和６年度から県と移譲業務等について協議し、７年

度中に移譲業務に関する協議書の締結を行う予定です。 

次の「システム構築」については、ベーシックな児童相談記録システムの他に、電話音声認識

システムや虐待リスク判定システム等、ケースワーカーの相談支援業務の負担軽減や効率化につ

ながるＡＩを利用したシステムも含めて他自治体の視察や研究を始めたところです。 
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次に「関係機関等相談支援体制構築」ですが、市児童相談所ができることによって庁内の相談

業務体制も変わります。また、市医師会、県弁護士会、警察、地域の諸団体等の庁外関係機関、

これらは家庭児童相談室が調整機関を担う船橋市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の構成員

であり、本日ご出席の皆様の中にもお力添えをいただいている方がいらっしゃると思いますが、

皆様と一緒に児童相談所設置後の協力体制を新たに構築していかなくてはなりませんので、引き

続きのご協力を何卒よろしくお願いいたします。 

最後の「政令指定」ですが、開設までに児童相談所を設置する中核市として国の政令による指

定を受けなくてはなりませんので、そのための国との協議を行うものでございます。 

 

以上が市児童相談所の設置に関する進捗報告でございます。 
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質疑応答 

 

〇松﨑 総一 委員 

認可等については面積等が基準に沿っていれば異論はありません。しかし、意見として１３

ページの保育理念に利用者の求める～とありますが、企業理念でしょうか。本来利用者たる子

どもが置き去りになる施策が横行している昨今、確かに保護者の支援も大切ですが、子どもの

最善の利益が後回しとなることを危惧しています。保育はサービスではないはずですが、サー

ビスと言われ、企業はサービス合戦を繰り返します。誰へのサービスでしょうか。中核市たる

船橋はせめて保護者中心のサービスではない方針を出して欲しいものです。就学前のサービス

過剰があとあと小学校に上がった際の学校教育における先生や保護者へも影響を与えます。 

このような事が繰り返され、保育士のなり手不足だけではなく、教師のなり手不足を引き起

こしているのだと思います。今回の園がということではなく船橋市が子どもより保護者の就労

支援を優先する立ち位置で施策を進めると理解してよいのでしょうか。 

〇子ども政策課 

事業者としての理念も書かれておりますが、保育とは子どものためのものである点を最も大

切にし、そのことを後段の「お子様一人ひとりに寄り添い、…支援する」という形で表現して

いるとのことであり、市としても、子どもの最善の利益を図る保育理念になっているものと理

解しております。 

 市としても、子どもを最優先に考え、子どもの健やかな成長のため、保育の質の確保を図っ

た上で、待機児童対策を進めてまいります。 

 

〇横山 洋子 委員 

トット保育園はさまの保育目標に「人や地球を愛し～」とあります。地球を愛するというこ

とを園生活のどのような場面において育むのか教えていただけますでしょうか。 

〇子ども政策課 

事業者に確認したところ、「人や、空気、水、植物など身のまわりのもので地球ができてい

るという認識のもと関わるものすべてに感謝し、大切にすることが地球を愛することだと考え

ております。 

園生活においては、例えば外遊びの場面では保育者が子どもに対して「土がふかふかだね」

「川がきらきらしているね」など肯定的な言葉で共感や声かけをします。」とのことです。 

  

〇杉岡 喜幸 委員 

認可保育園③と④は位置的に近接しているようです。サービス提供するうえで、競合すると

か、保育児の取り合いとか、また、サービス利用者の立場から選択に不安を覚えることはない

でしょうか。 

逆に近接していることで連携等より良質なサービス提供を可能になるとみるべきでしょう

か。サービスの需要と供給の観点から設置位置も考慮すべきと考えます。 

〇子ども政策課・保育認定課 

③の認可保育所は、０～５歳の保育需要に対応する施設として整備するものであるのに対し、

④は幼稚園から認定こども園に移行するもので、保育を必要としない１号認定こどもも、保育
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を必要とする２号認定こどもも、どちらも通えます。当園については３～５歳のみの定員設定

です。 

③と④では、対象とする子どもの家庭の状況や意向は異なるため、保護者の選択の幅が広が

るものと考えております。 

 

〇大塚 正久 委員 

保育所・幼保連携型については、受け入れ期間等幅広く対応可能な施設となっており、市民

にとっても受け入れやすい内容と思っています。 

〇子ども政策課 

利用される市民の方から理解いただける内容とのご意見ありがとうございます。 

 

〇原野 弥生 委員 

園児一人あたりの必要面積の基準が、市基準は県基準に比べ１．５倍と広く面積を基準とし

ていることは、保護者の安心感につながると思いました。 

待機児童が多く発生している状況とのことですが、船橋市において待機児童は何名くらいい

るのでしょうか。 

〇子ども政策課 

待機児童がいる現状においては、県基準で運用を行っているところですが、本来の基準であ

る市基準も併記しております。 

令和３年４月の保育所待機児童数は、市基準２６１人、国基準１２人でした。令和２年４月

の市基準５１９人、国基準１９７人からは減少しておりますが、児童数に占める保育申込者の

割合は引き続き上昇しており、今後も待機児童対策が必要と考えております。 

 

〇大塚 正久 委員 

船橋市児童相談所設置については、平成２５年から長年にわたり研究・審議等を経て、よう

やく基本構想をまとめられ、開設時期も明確になったことは、本件に係る関係者へ感謝します。   

特に、昨今、顕著となっている虐待等に対して船橋市として迅速に対応できることは、市民

の皆様にも朗報であると思います。 

〇家庭福祉課 

基本構想にお示ししたとおり、虐待の未然防止から初期対応、一時保護の措置、在宅支援ま

でを迅速に切れ目なく一貫して行うため、児童相談所と家庭児童相談室を一体化した市児童相

談所の設置を目指してまいります。 

 

〇宮代 隆治 委員 

児童相談所には虐待を受けてた子どもの為に緊急一時保護機能が必置されると思いますが、

そこに障害（身体・知的・発達障害等）のある子どもの利用も考慮されますか。 

 以前、虐待ではありませんが母子家庭で母親の急病、入院を受け、市川児相に緊急一時保護

を依頼した事例がありました。 

 それとも障害のある子は専門の障害児の施設を利用する事になるのでしょうか。 
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〇家庭福祉課 

障害のある子どもについて、緊急の一時保護が必要な場合は児童相談所において行いますが、

障害特性等に応じて専門的な支援が可能な施設等へ一時保護委託することを想定しています。 

 

〇中原 美惠 委員 

児童相談所開設に向けご準備いただき、令和８年度開設に向け、具体化の運びとなったこと

をうれしく思います。悲惨な虐待死事案の報に接する度に、市の児童相談所部門と家庭児童相

談室部門が「住民に最も身近な相談窓口」として柔軟に連携する体制を一刻も早く構築できる

ことを切に願っています。一方、窓口機能を果たすことを想定した時、南船橋という立地条件

をどうカバーするかについて十分な検討が必要であると考えますがいかがでしょうか。 

〇家庭福祉課 

現在は家庭児童相談室が初期対応をしてから県市川児童相談所に移管していたところを、市

児童相談所設置後は、一貫した対応が可能となるなど、時間の短縮を図ることができるように

なります。 

また、市児童相談所設置予定地は市の南端とはなりますが、南船橋駅から近く、市役所への

アクセスも良いことから、関係機関との連携は取りやすいと考えております。 

なお、遠方等が理由で来所が難しい相談者につきましては、積極的なアウトリーチや既存の

家庭児童に関する相談窓口の連携等により対応したいと考えております。 

 

 

閉会 

 

○事務局 

意見・質問等への回答を共有し、追加の意見を伺っていたところですが、期日までに意見等

は寄せられなかったため令和３年度第２回船橋市児童福祉専門分科会の審議を終了とさせて

いただきます。 

今回の会議については、新型コロナウイルス感染症対策のため、書面会議開催となったこと

をお詫びするとともに、皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。 

  今後も引き続き、船橋市の保育、子育ての充実のためにご協力をお願いいたします。 

 

 


