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委 員 永井久美子 出席 委 員 山本 和順 出席

委 員 吉澤 由香 出席    

事  務  局 

高沢教育部長 長谷部教育部次長 

柴生田青少年こども課長 黒田青少年こども課主査 

江野青少年こども課主事  
 

様式第３号（８条関係） 



顛  末 

１ 開  会 事務局 柴生田課長 

２ あいさつ 峯会長 

３ 議  事 【要約】 

 

（１）について 

第１編、第２編 黒田主査説明 

 

峯会長    前期計画で具体性に欠けていたものを後期計画で明

記したり、施策の方針も６つに増やしたり、事業所の

計画策定についても法改正があったりといくつかわか

りやすく変更されています。 

 

高澤委員   Ｐ１７あたりに子どもの状況のグラフ等を載せて前

期計画をふまえた上での後期計画といったものにした

方が良いです。また、計画の名称が前回の「子どもし

あわせプラン」と比べると固く、施策の方針も固いの

で、やわらかい表現にした方が良いです。 

 

黒田主査   前期計画をふまえて、どこまで表現するかを検討中

です。現状の分析等も載せたいと思っています。計画

の名称については独自で考えている市町村もありま

す。ご提案いただければと思います。施策の方針も表

現にかなり悩みました。 

 

峯会長    行政用語にこだわる必要がなければ、やさしい表現

にして、受け入れやすいものにした方が良いです。こ

の計画の対象も若年層が多いので、その方が愛着も持

てます。 

 

高澤委員   具体的な施策でしっかり表現できているので、施策

の方針はやわらかい表現で良いかなと思いました。 

 

峯委員    もし、良い案があれば事務局にご提案して下さい。 

 



第３編第１章 黒田主査説明 

 

峯委員    ３０番の「子育て支援総合窓口」、「地域子育て応援

タウン」とは何ですか。 

 

黒田主査   「子育て支援総合窓口」とは、子育て支援関係の問

い合わせを１つの窓口で提供するといった体制です。

なんでも相談のようなイメージです。県はこの体制を

推進しています。「地域子育て応援タウン」とは県が子

育てを推進している市町村を認定するもので、子育て

支援総合窓口を実施することも認定要件の１つです。 

 

峯会長    ２７番の連携については、「小１プロブレム」に限っ

てのような言い方になっているので、小学校へのスム

ーズな連携を図るといった意味合いにした方が良いで

す。２３番は地域子育て支援拠点になっていないとこ

も含めての意味ですか。 

 

黒田主査   そうです。周知等の支援や協力をさせていただきた

いと思っています。 

 

水上副会長  Ｐ２２待機児童数については、各年度４月１日現在

の数字ですか。 

 

黒田主査   そうです。 

 

水上副会長  年度を通してみると待機児童は年度末に増えるの

で、この数字は最小の人数です。１３番の障害児につ

いては幼稚園でも受け入れていると思いますが。 

 

黒田主査   １２９番に幼稚園を含めての項目を設けています

が、１３番にも盛り込みます。 

 

水上副会長  １０番の一時保育は、今年度から法律上第２種社会

福祉事業となったため、今までは会計を保育園と一緒

にやりくりしていましたが、今後は会計を別にしなく



てはなりません。その場合、かなり経営的に困難にな

ってきます。継続できない可能性もあります。この件

につきましては、厚生労働省にも要望を提出していま

す。 

 

黒田主査   特定保育事業を一時保育事業の項目に入れて一つの

「具体的な施策」とすることは可能だと思われます

か。 

 

水上副会長  大丈夫だと思います。あとＰ３２で「環境の変化に

上手に適応する」とありますが、「上手」という表現は

いかがでしょう。「スムーズに移行」等の表現の方が良

いと思います。 

 

峯会長    １０番、１１番、１２番の内容は同じようですが、

統合することはできませんか。 

 

黒田主査   国の特定事業の内容になりますので、統合すること

も可能ですが、あえて区分しました。 

 

高澤委員   Ｐ２２の待機児童についての記載は、もう少し成果

を載せるなど前向きな表現にして良いと思います。ま

た、「待機児童の解消」とありますが「解消」を「対

応」といったような表現の方が良いです。３番の「事

業所内保育所」については、私の所でも今年度中にオ

ープンしますので数に入れて下さい。定員は５人で

す。あと、施策ごとに評価をして、それを顔文字で表

現すると見やすくやさしいイメージになると思いま

す。 

 

山本委員   １４番の目標は箇所数が増えていません。大規模ク

ラブの解消のためにも１、２か所増やすべきだと思い

ます。また、「低学年」と対象を限定していますが、法

律上も基準も「低学年」のみだけでなく「高学年」も

受け入れる内容になっています。「高学年」を網羅する

文章にした方が良いです。大規模クラブの解消につい



て例えば運営基準は４０人程度とされているので、具

体的な表現にしてほしいです。また、指導員の質の向

上は大切なので、そこにも焦点を当てて欲しいです。

１５番の「適切な支援」とは金銭面はもちろんだと思

いますが、連携面も視野に入れた方が良いです。ま

た、対象を「特別支援学校」だけではないので限定し

ない方が良いです。自立支援法との関係も盛り込んだ

方が良いと思います。 

 

峯会長    連携については可能な範囲で表現したほうが良いで

す。 

 

山本委員   １６番の「放課後子ども教室」は、広い意味の「放

課後子どもプラン」とした方が良いです。また、普通

教室で使われなくなった教室もたくさんあるようなの

で活用していくべきだと思います。 

 

第３編第２章 黒田主査説明 

 

高澤委員   Ｐ３６の近年の子どもについての記述はいかがなも

のかと思いますが。 

 

黒田主査   一般論としては、そのような表現の記述が多いよう

に思います。 

 

峯会長    大塚委員、現場の小学校ではどうですか。 

 

大塚委員   今の子を見ると、実態ではそのような傾向があると

言えると思います。近年その傾向が強くみられる気が

します。 

 

峯会長    あまり強い表現ではなく「傾向の子がいる」といっ

たような表現にした方が良いです。 

 

永井委員   Ｐ４５、４６で問題行動について具体的に載ってい

ます。 



 

山本委員   どうしてそうなってしまったかという根拠が記され

ていません。 

 

高澤委員   子どもの良い点は褒めてあげてほしいです。マイナ

スばかり載っているので、プラスを伸ばすことも大切

です。子どもにこの計画を見せた時、良い点を載せて

いないのはいかがでしょうか。 

 

峯会長    子どもが減少し、コミュニケーション力も低下して

いるためこのような子どもが増えてしまっています。

それらをふまえ、この計画を希望に満ちた計画にした

いと思います。 

 

池田委員   マイナスからプラスではなく、ゼロからプラスへと

いったイメージで、より良い成長を目指した方が良い

です。 

 

大塚委員   文部科学省では生きる力の育成を推進し、豊かな心

を育てるために努力しています。これについては、明

記した方が良いと思います。そのような中、課題とし

て、このような子どもたちについても挙がってきま

す。 

 

池田委員   ４１番の「講座」とはどのようなものですか。 

 

黒田主査   親子、子供向けに現在も実施しているものです。目

標で「充実」とありますが、回数の拡大は予算的に難

しいので、ニーズを把握し、内容等の「充実」を図り

ます。 

 

池田委員   ４２番の「参加型環境教育」とは４１番と別です

か。あと、この名称ですと難しく感じてしまいます。 

 

黒田主査   環境の担当課が主催のものです。今後、内容を精査

し、プログラムの充実を図りたいです。表現について



は担当課と協議します。 

 

峯会長    ５１番と５２番はどのようなものですか。 

 

黒田主査   「東松山市青少年保護育成会」は市の外郭団体で愛

の一声運動や以前実施していましたマリンセミナー等

の主催団体です。事務局は青少年こども課です。「青少

年育成推進員」は埼玉県知事の委嘱で、東松山市には

１７人います。「少年指導委員」は埼玉県公安委員会が

委嘱しています。このような方々と協働し事業を実施

していきたいと考えております。 

 

第３編第３章 黒田主査説明 

 

高澤委員   こども医療費の窓口払いが無くなったことでの効果

は入れないのですか。 

 

黒田主査   盛り込みたいと思います。 

 

峯会長    小児救急医療情報についてのチラシが青少年こども

課から幼稚園に届きました。このように、行政で知っ

ている情報は、可能な限りまめに情報提供していくこ

とが大切です。 

 

黒田主査   座談会でも小児救急医療については意見が多かった

ので、「すぐできることはすぐやろう」ということで内

部で作成し配布しました。今後も情報提供できること

は推進していきたいと思っております。 

 

峯会長    ７６番の「三世代交流」は大切です。先日、テレビ

で「孫育て講座」の番組を見ました。祖父母世代が対

象で、例えば、今と昔ではおむつをとる時期が違う

等、今と昔の子育ての違いについて学んでいました。

これは嫁姑の仲もスムーズにいくきっかけになると思

います。母子愛育会の方々との協働を推進していくこ

とは子どもと子育て家庭にとって必要なことです。Ｐ



４７の「地域からの疎外」とありますが「疎外」とい

う表現はもう少しやわらかい表現にした方が良いで

す。 

 

第３編第４章 黒田主査説明 

 

大塚委員   地域と学校の協働については、県が推進しています

「学校応援団」を活用した方が良いです。 

 

黒田主査   施策を１つ増やし盛り込みます。 

 

水上副会長  事業所へのワーク・ライフ・バランス等の働きかけ

についてですが、実際進まないのが現状だと思いま

す。東松山市の事業所で実施している所をモデル事業

所として、表彰できないのでしょうか。 

 

黒田主査   前期計画にはそのような内容の施策はありました

が、実際、進みませんでした。埼玉県では表彰制度が

あります。 

 

水上副会長  例えば、市の広報紙に載せてはどうでしょう。 

 

峯会長    パパママ応援ショップのように、ホームページに載

せるのも良いと思います。 

 

新井委員   事業所側としては公のものに載せていただくこと

で、宣伝効果はかなりありますので、インセンティブ

になると思います。 

 

高澤委員   この協議会で表彰してはどうでしょうか。 

 

水上副会長  これは行政と事業所の双方がアクションしないと進

みません。 

 

第３編第５章 黒田主査説明 

 



峯会長    １０７番の「職住近接」という言葉は初めて聞きま

した。 

黒田主査   今まで都市計画部門に子育ての概念は考えられなか

ったと思います。今回、新しい概念として盛り込まれ

ていくそうです。 

 

第３編第６章 黒田主査説明 

 

池田委員   「障害」という字の「害」についてはひらがなで書

く場合もありますが。 

 

黒田主査   福祉課と協議しましたが、東松山市の福祉の計画等

は一般的に漢字で書かれています。 

 

高澤委員   「障害児」「障害者」等についてはひらがなで書くと

福祉の世界では言われていますが、「障害を持ってい

る」という表現の時には漢字で良いと思います。 

 

黒田主査   福祉課と再度調整します。 

 

山本委員   １４１番について、貸与することを考えているので

すか。 

 

黒田主査   高校の授業料無料化等の国の動向もありますので、

只今検討中ですが、見直す方向です。 

 

峯会長    児童扶養手当を父子にも対象を拡大するといった民

主党のマニフェストもありましたので、視野に入れて

いくべきかと思います。 

 

水上副会長  これは計画なので、広く膨らませた表現にして良い

と思います。 

 

峯会長    １２９番「市立保育園を中心に」とありますが、幼

稚園でも実際受け入れていますので、表現を変えた方

が良いです。１３２番の総合教育センターでは他にも



就学時を対象にした色々な内容を実施していますので

載せた方が良いです。 

大塚委員   そうです。他に児童の個別の検査等も実施していま

す。 

 

峯会長    父子家庭に対する支援がこの計画では載ってないで

す。 

 

黒田主査   独自の施策を持つのも難しい面があります。 

 

峯会長    他に意見はありますか。 

 

黒田主査   今回ご協議いただいた内容をまとめ、来月にはパブ

リックコメントを実施します。パブリックコメントに

出す計画案の最終確認は会長、副会長にお願いすると

いうことでよろしいでしょうか。もし、何かご意見が

あれば来週早々にご連絡いただければと思います。 

 

峯会長    皆様よろしいですか。 

 

      ※全員了承 

 

黒田主査   次回は２月上旬に会議を開催する予定です。計画の

最終確認をしていただきます。 

 

峯会長    では、会議を終了いたします。 

 

 

 

４ 閉   会 高沢部長 

上記会議の顛末を記載した内容について、相違ないことを証します。 

 

平成２２年 ２月１２日   署名委員  岩田 洋子   

 

署名委員  池田 洋子   

 


