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平成２７年度第４回 富士見市こども家庭福祉審議会会議録要旨 

＜日 時＞ 平成２８年２月４日（木）午後１時３０分～３時５０分 

＜開催場所＞中央図書館 視聴覚ホール 

＜出欠状況＞ 

 

＜事務局＞ 

  子ども未来部長 子育て支援課長 保育課長 みずほ学園長  

保育課副課長 保育課主任   

＜傍聴人＞ 

  ０名 

＜次第＞ 

１ 開 会  子育て支援課長 

２ あいさつ 子ども未来部長 

３ 議 題 

（協議事項） 

（１）次世代育成支援行動計画総合評価について 
（２）平成２７年度認可外保育施設立入調査結果について 
（３）平成２８年度特定教育・保育施設等の利用調整及び放課後児童クラブ

の入室選考状況について 

（４）その他 

４ 事務連絡  

５ 閉 会 

   

＜議事＞ 

（協議事項） 

（１）次世代育成支援行動計画総合評価について 
【会 長】前回、評価に非常に時間がかかってしまったので、重点項目２８

項目を審議していくこととしたいと思います。 
 

関 矢島 石川順 増渕 林 田中 岩田 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 欠席 

増田 南 石川泉 細野 熊谷 栗原 大川 

○ ○ ○ ○ ○ 欠席 ○ 

田村 子安  

 ○ 欠席 
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施策１６「地域における子どもの交流・体験活動支援の推進」 
【会 長】これはＡ（継続）：１３、Ｂ拡（拡大）：１、Ｂ改（改善）：２とい

うことですけれども、何か質問等ありましたらお願いします。 
【委 員】Ａでいいと思います。 
 

施策１７「きょうだいボランティア事業の推進」 
【会長】この項目については、学校によって交流の仕方など対応がそれぞれ

であるとのことで、次回の見直しで施策名が変わる可能性があるとのこ

とでした。 
【委 員】Ａに１３票も入っていますので、こういう圧倒的多数の場合で、

質問もでなければ、Ａでいいと思います。 
【会 長】特に疑問なり質問がある場合のみ手を挙げていただいて、進めて

いきたいと思います。それではＡでよろしいですね。 
 

施策１９「地域子ども教室事業の推進」 
【委 員】新しい事業としてボランティアが枯渇しているのなら、若いお父

さん、お母さんをもう少し巻き込んだらどうかなと思ったんですが。 
【委 員】今どきの保護者は忙しくて、巻き込むことは相当難しいと思いま

す。 
【委 員】ボランティアと言ってもそんな強い意味ではなくて、子育て中の

パパも、例えば日曜とかの行事になら、一緒に参加することで広げてい

けるかなという感じがするのですが。 
【事務局】地域子ども教室は、平日夕方の活動が多いので、ちょっとお父さ

んの参加は難しいです。 
【会 長】Ａということでお願いします。 
 

施策２０『子どもたちの「生きる力」の伸長』 
【会 長】これはＡ：２、Ｂ拡：１１、Ｂ改：２ということでＢ拡が多いで

すけれども、ご意見いかがでしょうか。 
【会 長】Ｂ拡でよろしいですか。 
 

施策２１「中高生の居場所づくり」 
【会 長】ここはＡ：１、Ｂ拡：１、Ｂ改：１３ということです。中高生の

居場所づくりというのは本当に古くて新しい問題です。 
【委 員】「利用者が固定化している傾向にあり、新規の利用者が少ない状況

です」とありますので、考え直した方がいいだろうという意味で、Ｂ改



3 

になっているということですよね。 
【会 長】ここはＢ改でまとめてよろしいですか。 
 

施策２２「青少年ボランティアの育成」 
【委 員】ただ呼びかけているだけでは集まって来ないと思います。具体的

な行動を起こしていくことが必要だと思うのですが。 
【会 長】具体的に何を行えばいいのか意見ありますか。 
【委 員】まずは、ジュニアリーダーを養成していく、そういう機会という

か研修を行いながら、卒業していった子が中高生になり、少し段階を追

っていかなければいけないと思います。ちょっと時間のかかることです

けれども、何かそういうシステムを作っていくことがいいのかなと思い

ます。 
【事務局】小学生の児童に、地域で行う共催の事業など実行委員会形式で参

加してもらい、「また来年もやるから」と声をかけて、中学生になっても

可能な子どもには参加してもらったりもしていますが、忙しい中学生に

は厳しい現状です。 
【委 員】所管が保育課となっていますが、ジュニアリーダーなどは、生涯

学習課とタイアップしながらやっていくことがいいのかなと思います。 
【会 長】Ｂ改でよろしいでしょうか。 
 

施策２３「就園奨励事業の推進」 
【委 員】幼稚園の補助と保育園の市区町村の補助の違いを感じます。保育

園ですと、国の基準よりもかなり低い金額で保育料を徴収しています。

幼稚園は個々の園に任せてはいますけれども、保育園との差が大き過ぎ

ると思います。 
【事務局】行政としては非常に厳しいご意見をいただきましたが、この辺は、

県を通して、国に対して要望を出しているところです。 
【会 長】Ｂ拡でよろしいですか。 
 

施策３３「母子健康教育事業の推進」 
【会 長】Ａ：５、Ｂ拡：７、Ｂ改：２ですがいかがですか。 
【委 員】より前進するためには、Ｂ拡と考えます。お子さんを育てにくい

と思っているお母さんたちが孤立していて、お母さんたちの困難度は高

いと思いますので、よりていねいな支援が必要と思います。 
【会 長】Ｂ拡でよろしいでしょうか。 
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施策３５「食育の推進」 
【会 長】Ａ：９、Ｂ拡：３、Ｂ改：３とバラつきがあります。 
  どこかの市町村では朝食給食をやるという記事を見ました。それ程朝、

食事をしない児童が増えていると感じました。食事内容の変化など、食

事の大切さは教育委員会でも調査したりして統計的には出てきています

がいかがでしょうか。 
【事務局】食育に関しては、食育推進条例を策定しまして、ピアザ☆ふじみ

の４階にも食育推進室があり、健康増進センターでも女子栄養大学と連

携を取っており、推進をしていくという方向で考えています。 
【委 員】食育は細かいことを色々なところで実践することが必要だと思い

ますし、やるべきことは限りなくあって、それが今の時代は本当に大事

だと思います。家庭でやること、地域でやること、教育現場でやること

そういう意味でやはりＢ拡と思いました。 
【委 員】食育の問題は、各学校それなりに取り組んでいると思います。ち

ょっと話がそれるかもしれませんが、貧困家庭だとか、貧困じゃないけ

れども子どもに朝食べさせないで送り出してしまう家庭などが問題だと

思います。そういった親への対応を考える必要があると思います。学校

でも昔はそういうことを親に言っていましたが、今の時代は、難しい部

分があります。 
【委 員】夜の１０時までお子さんを預かることがあるのですが、お子さん

にとってはすごく辛いことだと思うのです。だから、その場合は好きな

もの聞いて、食事に必ず一つは入れるようにしています。２歳の男の子

が電気釜からご飯をよそらずに食べることを報告すると、「うちの子は、

ご飯が好きなんです。」って言われてしまうような状況です。 
【会 長】内容の充実ということでＢ拡にします。 
 

施策３７「学校保健会事業の推進」 
【会 長】Ｂ改が非常に多いんで、ここは健康に対する認識を高めて欲しい

ということで、Ｂ改でよろしいですか。 
 

施策３９「予防接種事業の推進」 
【会 長】Ｂ改が１１。高齢者の接種率をどう高めるかというのは、個人の

問題に突き当たりますので、非常に難しい。 
【委 員】肺炎の予防注射などは、補助が出ていると思うのですが、その時

期を逸したりすると自腹でやることになり、そういうところをもう少し

改善してもいいのかなと思います。 
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【委 員】７０歳の方に通知がいきますが、７１歳でも７２歳でも受けられ

るようにしていただきたいと思います。 
【会 長】Ｂ改にしましょう。 
 

施策４１「子育て・家庭教育学習支援の推進」 
【会 長】公民館、ふじみ野交流センター、鶴瀬西交流センターが所管とい

うことです。ここはＡ：１１、Ｂ改：４ですけど、特に意見がなければ

Ａでよろしいですか。 
 

施策４７「病児・病後児保育事業の検討」 
【委 員】保護者に対して案内はされていますか。 
【事務局】各施設にポスター掲示をお願いしています。おぎそ医院さんにつ

きましては、開設するタイミングでご案内していきたいと考えています。 
【委 員】保育園に行っていますけれど、知らない人は多いと思います。春

の入園の時期とかの説明会で、PR して欲しいです。 
【会 長】Ｂ拡でよろしいでしょうか。 
 

施策５２「放課後児童クラブの整備の推進」 
【委 員】放課後児童クラブは、小学校６年まで拡大されまして、どこも人

数がすごく多くなっていて、問題点を整理する必要があると思います。

保育課だけの問題ではなく、学校教育課と連絡を取りながらやっていく

必要があると感じます。  
【会 長】Ｂ拡ということでよろしいでしょうか。 
 

施策５３「ファミリー・サポート・センター事業の推進」 
【委 員】ＰＲが不足していると思います。提供会員が足りないのですけど、

私たちも子育てした経験だけでやっています。ぜひ多くの方に会員にな

っていただきたいです。 
 

施策５５「改正育児休業法等の意識啓発の推進」 
【委 員】市役所の男性で取っている方はいるのですか。 
【事務局】一人いました。まだまだ周知が足りない気がします。 
【委 員】国も進めている訳ですけれども、会社の意識、教育の現場でもど

うやってこれを改善していくかが、大きな課題だろうと思います。 
【委 員】育休を取得した方の代わりに職員を配置するとか、あるいは臨時

職員をそこにあてるとかそういう人的な対応はあったんですか。 
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【事務局】なかったです。 
【委 員】取りたいけれど、自分が休むと職場に迷惑がかかる。というのが

本音です。もっと取りやすい環境にあれば取ると思います。市役所の職

員が先陣をきって積極的に取って、広げていっていただければと思いま

す。ＰＲとかではなくて取りやすい環境整備が必要ですね。 
【委 員】日本に会社はいっぱいありますけれど、皆さんもご存じかと思い

ますが、決算して利益の出ている企業は３０％ぐらいで、７０％ぐらい

は赤字企業です。大企業は別にしても、中小企業や一般の企業はどこも

厳しい環境にあります。そうすると環境を整えるために人を揃えたり、

いなくなった時の補充、そういうのも全部やらなくてはなりませんから、

かなり困難な問題があるということです。 
【会 長】事業主からのご意見でした。 
【会 長】ここではＡ：１２、Ｂ拡：２、Ｂ改：１ですがどういたしましょ

うか。 
【会 長】引き続き努力をということでＡ 
 

施策５６「再雇用の支援促進の検討」 
【会 長】ハローワークの利用が意外に少ないと思ったんですが、そういっ

た色々な施設を利用して就業するということでは、Ｂ拡：１２でよろし

いですか。 
 

施策５８「療育相談事業の推進」 
【委 員】だいたい今はどんな市でも、小児科のドクターか精神科のドクタ

ーをお願いしていて、身近に診ていただけるシステムになっているんで

すが、協力してくださる方がなかなかいらっしゃらないのか、それとも、

必要度をあまり考えていらっしゃらないのか、伺いたいと思います。発

達をみて下さる先生が身近にいらっしゃれば、大きな病院にかかること

に抵抗があるお母さんたちでも、その先生にまず診ていただいて、診断

を受ける前のステップになるということがあると思うのですが。 
【事務局】以前は精神科医をお願いしていたのですが、先生が忙しくなって

お願いができなくなったという経緯があります。現在も先生をお願いで

きていない状況で、必要ないという考えではありません。今もお声がけ

はしていますので、ご了解をいただきたいと思います。 
【会 長】一層の努力をということでＢ拡でどうですか。 
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施策５９「障害児在宅支援体制の充実と推進」 
【事務局】担当課評価の訂正をお願いします。Ｂ拡で 
【会 長】それではＢ拡でよろしいですか。 
 

施策７４「子ども・青少年活動支援者の育成の推進」 
【委 員】先ほどのジュニアリーダーの話はこういうところに関係してくる

のかなと思いますので、ぜひ育成を図るシステムというかそういう取り

組みを進めていただきたいと思います。 
 

施策９２「通学路の安全確保」 
【委 員】今日見守りに行ってきましたが、ふじみ野駅西口の子どもは駅を

通るので保護者が立ちます。一人しかいない日もあるし、２～３人立つ

日もあります。 
 
【委 員】ふじみ野小管内ですけれども、学校長から見守りについてのご協

力お願いというチラシがきています。民生委員の中でも手があいている

人は出ていますし、町内会からもできる人はということで登録が進んで

いますので、他の小学校のようにいつも同じ方が固定的にというのは、

難しいかもしれませんけれども、協力体制はできてきていると思います。 
【会 長】地域によってはバラつきもあるということで、Ｂ拡でよろしいで

しょうか。 
【会 長】２８項目、時間はかかりましたけれども評価は終了です。 
 
行動計画の目標の全体指標について事務局より説明     

 
（２）平成２７年度認可外保育施設立入調査結果について 
事務局より説明 

 
（３）平成２８年度特定教育・保育施設等の利用調整及び放課後児童クラブ

の入室選考状況について 
事務局より説明 

 

（４）その他 

【事務局】小規模保育施設として運営をスタートしているマーガレット保育

室さんが隣のビルに移転をしました。またキッズルームティンカーベル

につきましても、みずほ台駅から川越街道に向かってちょっと駅から遠
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くなってしまうんですけれども、引っ越しをすることとなっております

ので、ご報告いたします。 

 

４.事務連絡 

本年度につきましては本日が最後となります。一年間ありがとうござい

ました。 

  

５.閉 会  副会長 

 

 


