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平成 28 年度 ながの⼦ども・⼦育て応援県⺠会議 

第２回⼦ども・⼦育て支援部会 

１ 開会 

 ただいまから、平成 28 年度ながの⼦ども・⼦育て応援県⺠会議 第 2 回⼦ども・⼦育て支援部会を開
会いたします。 

 はじめに、本⽇の進⾏をお願いします、⼦ども・⼦育て支援部会⻑の清泉⼥学院短期⼤学副学⻑ ⻄
山先生に一言ご挨拶をお願いしたいと存じます。 

２ ⼦ども・⼦育て⽀援部会⻑挨拶（清泉⼥学院短期⼤学副学⻑ ⻄⼭ 薫氏） 

 みなさん、こんにちは。 

 ⼦ども・⼦育て支援部会⻑を務めます清泉⼥学院短期⼤学の⻄山と申します。本⽇の進⾏を務めさせ
ていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 この部会につきましては、昨年末の 12 月に第 1 回部会を開催し、県⺠会議の事業として実施しました
「結婚・出産・⼦育てに関する意識調査」の結果報告、さらに「ながの⼦ども・⼦育て応援総合計画」にお
ける平成 27 年度における目標の進捗状況につきまして報告いただきました。また、今年度 10 月に開設さ
れました「⻑野県婚活支援センター」についても、その概要を説明いただいたところです。 

 本⽇は、すでに昨年度の合同部会においても触れさせていただいておりますけれども、本県⺠会議の統合
に関する現状を説明いただくほか、先週公表のありました来年度の県事業予算（案）の中から、⼦ども・
⼦育て支援に関する部分について説明いただく予定です。 

 さらに来年度は、平成 27 年 3 月に策定しました「ながの⼦ども・⼦育て応援総合計画」の最終年度にあ
たることから、次期計画策定に向けて、皆様からご意⾒・ご提案などを頂戴したいと考えておりますので、ぜ
ひ積極的なご発言をよろしくお願いいたします。 

３ 議題 

 それでは、お手元の次第「３議題」に入りますが、本⽇の主な議題は（１）から（３）までございます。
時間の都合にもよりますが、せっかくご参加いただいておりますので、（３）「⼦ども・若者支援に関わる新
計画に係る意⾒交換」では、できればお一⼈ずつご意⾒を伺いたいと思っております。よろしくお願いいたしま
す。 

（１）    将来世代応援県⺠会議（仮称）への統合について 

事務局   ︓資料１に基づき説明 

○本年度の総会においても、来年度しかるべき時期に新しい県⺠会議を⽴ち上げていき
たいとご説明させていただいたところ。 

          ○本年度再編した「⼦ども・⼦育て支援部会」及び「⼦どもの貧困対策部会」は、1 本化
し「結婚・⼦育て支援部会」としたい。 
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          ○平成 29 年 6 月に設⽴総会を開催したいため、その前に各県⺠会議の総会を開催し
で統合案を決議いただくスケジュールを予定している。（「ながの⼦ども・⼦育て応援県
⺠会議の総会は平成 29 年 5 月に開催予定） 

 ⻄山部会⻑︓ありがとうございました。それでは、県⺠会議の統合につきまして、何かご意⾒・ご質問など
ありましたらお願いします。 

          私から 2 点ほど質問させてください。 

          ⻘少年育成県⺠会議の中で、この統合案についての議論がどのように進められているの
か、あるいは進められていくのか、という事が 1 点。 

          続いて２点目として、それぞれの地方事務所ごとに「地域会議」を新たに作られるとのこと
ですが、この会議の中身、進め方についてのイメージが沸いてこないので、ご説明いただき
たいと思います。 

 事務局   ︓1 点目の⻘少年育成県⺠会議における検討状況についてですが、事務局レベルでは同
時並⾏で検討を進めている状況です。また、⻘少年育成県⺠会議では、平成 29 年 3

月に常任理事会が開催されるため、その際に、本⽇お示しさせていただきました資料と同
様の案をご説明させていただき、翌年度の正式な決議を図る総会へ、という段取りになる
予定でございます。 

          ２点目の「地域会議」については、それぞれの地域で異なる課題があるのではないか、との
観点から、各地域特有の課題について洗い出し、地域会議でしっかりと取り組んでいくとい
う役割に加え、県で開催している県⺠会議で実施を決定した事項について、各地域で推
進していく⺟体となる、という役割も担っていただきたいと考えています。 

 森先生   ︓⼆つの県⺠会議を統合して、幼少期から⻘年期まで切れ目ない支援をしていくとの基本
的な考え方は⼤切と考えますが、２ページにある組織図をみると、総会、理事会の下に
各部会が設けられている形になっております。切れ目のない支援といった基本的な方針が
どこで担保されるのか、リエゾンをどこが担っていくのか、という観点はどのように考えているか
教えていただきたい。 

 事務局   ︓現在の構想では３つの部会を設ける予定ですが、部会だけですと、各部会が独⽴して議
論することになり、切れ目のない支援につながらないのではないかとのご懸念もあるかと思い
ます。そのため、各部会の上部組織として理事会を設置し、ここを執⾏機関として位置づ
けることで、各部会で議論されたことが理事会で報告され、最終的には理事会で方向性
が示されるという構成を考えています。理事会での協議を経ることにより「切れ目のない支
援」を実現していきたいと考えております。 

⻄山部会⻑︓そのほかに、いかがでしょうか。 

特にないようであれば、資料で示されているスケジュールにあるとおり、来年度の 5 月の総
会で統合の方向性を承認し、翌月 6 月に設⽴の総会ということになります。 

説明にもありましたとおり、構成団体は、⻘少年育成県⺠会議とかぶっている団体が多い
とのことなので、特に⼤きな齟齬はないと思われますが、よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

（２）平成 29 年度事業予算（案）について（⼦ども・⼦育て⽀援関係） 

事務局   ︓資料２に基づき説明 
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⻄山部会⻑︓県の⼦ども・⼦育て支援における来年度予算（案）について説明いただきました。    
何かご意⾒、ご質問などありましたらお願いいたします。 

⾦山先生 ︓「⼦育てと仕事の両⽴支援」に掲載されています「⼦育て支援員認定研修事業」につい
ては、⼦育て支援員の認定研修にかなりの予算を確保いただき心強く、ありがたいと思っ
ています。ただ、今年度の研修受講者の話を聞く機会がありましたが、⼦育て支援員の
研修は非常に細かく分かれていて、加えて研修の内容によっては、現場で実践するため
に必要なことが盛り込まれている特徴もあるので、地域によっては講師がもっと現場の状
況を知っていてほしいという声が聴かれました。県としては研修をしっかり実施し、学ぶ機
会を保障してもらっていますが、せっかく税⾦を投入しての⼤きな事業なので、受講者の
評価も参考にしながら、実効性のある研修を県内で実施いただき、⼦どもや⼦育て家庭
をサポートできる体制を構築できるような研修としていただきたい。 

⻄山部会⻑︓スクールソーシャルワーカー活⽤事業が拡充とされていますが、規模的というか⼈数的にど
の程度拡充することになるのでしょうか。 

教育委員会︓平成 28 年度が一⼈当たりの勤務時間を 553 時間と設定した場合で 18 ⼈分、平成
29 年度が 24 ⼈分を予定しております。 

ＮＰＯ法⼈⼦育て応援団ぱれっと 

        ︓平成 29 年度に 24 ⼈分とのことですが、学校数とのバランスはどうなっているのでしょう
か。 

教育委員会︓スクールソーシャルワーカーは各教育事務所に配置しており、学校からの要請のあった場
合に対応する、という体制です。各校からの要請に対応できるよう、柔軟に対応していき
たいと思っております。 

ＮＰＯ法⼈⼦育て応援団ぱれっと 

        ︓教育事務所単位ということは、４箇所に６名ずつ配置されるということでしょうか。 

教育委員会︓24 名という⼈数は、あくまで予算上の⼈数であり、実際には予算の範囲内で運⽤してい
く、ということになります。 

森先生   ︓「⼦育てと仕事の両⽴支援」に記載されている「ＩＴ活⽤による新たな働き方普及事
業」について、この事業では、どんな⼈が、何をできるようになることを想定しているのでしょ
うか。 

事務局   ︓ WEB 関連事業の IT スキルが習得できるコワーキングスペースを活⽤したセミナーを実施
し、セミナーにおいては、企画運営、業務の実施、実務実習なども⾏う予定です。さらに
IT スキルを有するコーディネーターを配置し、フォローアップをしたり企業との橋渡しを実施
していきます。再就職希望者の IT スキル取得の一方で、企業に対してテレワークの活⽤
を促すためのセミナーも開催し、就職希望者とテレワーク活⽤企業とのマッチングを⾏うこ
とで、時間や場所に捉われない新たな働き方の普及を図る事業となっております。 

⾦山先生 ︓他県では少⼦化対策の一環としてＩターン、Ｕターン定住者の⼦育てを支援するとの定
住促進対策が進んでおり、⼦育て世代の⼈たちが過ごしやすい市町村だというＰＲ活
動も盛んになっているとも聞いていますが、県として、そのような市町村をサポートする取組
はあるのでしょうか。 

事務局   ︓ ⼆地域居住の魅⼒発信・相談支援として市町村、⺠間事業者との連携を一層強化し
ていくことが⼤きな方向性として掲げられており、関連事業として、情報発信、相談体制
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の充実、移住及び地域への定着に向けた体制作りに取り組んでいくための予算が計上さ
れています。具体的な取組としては、市町村関連では、県内移住者への補足アンケート
を実施し、今後の移住施策への活⽤や、市町村との協働によるひとり親家庭に対する移
住促進のための相談会の開催や就業支援、などが挙げられています。この点に関して
は、また確認の上、情報提供・資料提供させていただきたいと思います。 

⾦山先生 ︓全国の取組を聞くと、移住と⼦育てを絡めて戦略的に取り組んでいる地域もあります。⻑
野県は移住希望者が非常に多い県であるという⼤きなポイントがあるので、もう少し⺠間
事業者やＮＰＯ法⼈とタイアップして⼦育て支援と絡めた対策をしていけたらよいのでは
ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局   ︓ご提案に関連して、今年度 3 月に、次世代サポート課の事業として、⾸都圏の未婚⼥
性を対象とした信州ライフ、⻑野県の暮らしの良さをＰＲする事業を実施する予定でお
ります。そこでは、結婚や⼦育てのしやすい⻑野県として、移住支援、就労支援、結婚
支援に具体的に携わっている職員（⼥性）との交流会を実施し、顔の⾒える関係づくり
を通して、継続的に相談に応じられるような関係を構築していきたいと考えています。さら
に来年度も、Ｉターン・Ｕターン、⼜は将来⻑野県での⼦育てを希望する若い世代に対
し、移住促進と連携しながら、⻑野県の魅⼒を発信していく事業を実施していきたいと考
えています。 

（３）⼦ども・若者⽀援に関わる新計画に係る意⾒交換（⼦ども・⼦育て⽀援関係） 

⻄山部会⻑︓冒頭にも申し上げましたが、せっかくご出席いただいておりますので、事務局からの説明の
後に、それぞれの専門、⼜は組織・団体の⾒地から、現状または新計画について忌憚の
ない提案をいただきたいと思います。 

事務局   ︓資料３－１、３－２に基づき説明 

○来年度新たに策定を予定している新計画のアウトラインについて 

・平成 29 年度末に計画期間が満了する⼦ども・若者支援に係る計画等として、1 つの
戦略と 3 つの計画がある。これに、新たに策定する「児童虐待防止計画」を加えて一本
化し、平成 30 年度を初年度とする新たな⼦ども・若者支援のための計画策定を考え
ている。 

           ・具体的には、若者支援の意味合いが強い「⻑野県次世代サポートプラン」。続いて、
本県⺠会議でも何回かご説明させていただいてきた、県と市町村の協働による「⻑野
県⼦育て支援戦略」（平成 26 年 12 月策定）、さらに平成 26 年度に本県⺠会議
で方向性等を検討いただいた「ながの⼦ども・⼦育て応援総合計画」、そして最後に、
平成 28 年 3 月に策定し「ながの⼦ども・⼦育て応援総合計画」の一端を担う「⻑野
県⼦どもの貧困対策推進計画」、これらの⼦ども・若者支援に関わる総合的な計画を
策定したい。 

           ・計画期間は、県の次期総合 5 カ年計画との整合性を図る観点から、平成 30〜34

年度の 5 カ年計画を策定したい。具体的な議論は来年度、新たに統合される県⺠会
議等で進めさせていただきたいが、本⽇はそれに先⽴って、現段階での各団体からの要
望・意⾒などを伺いたい。 

⻄山部会⻑︓事務局から説明があったとおり、来年度期間満了となる計画がいくつもあります。そのう
ち、⼦どもの貧困対策に関しては、本部会の後に開催される「⼦どもの貧困対策部会」で
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同じようにご意⾒を伺う時間がありますので、まずは、「⼦ども・⼦育て支援」を中心にご意
⾒をいただきたいと思います。 

（一社）⻑野県助産師会 

        ︓助産師会では、妊娠・出産の電話相談や＃８０００の相談などを実施させていただい
ております。妊娠・出産を支える医療という観点からいうと、夜間の相談が非常に多いの
ですが、「⼦どもが高熱を出した」というような事案で、その時間に対応できる小児科医が
いない地域がかなりあります。県内どの地域に住んでいても、夜間すぐに⼦どもの病気に
対応できることが、親にとっては非常に安心に生活のできる場所となると思いますので、地
域差のない医療体制の整備をお願いしたいです。 

（公社）⻑野県看護協会 

        ︓看護協会は、⻑野県⻘少年育成県⺠会議にも参加していますので、この⼆つの県⺠
会議が統合されることは非常に良いと感じています。計画に関しましては、看護協会は妊
娠・出産・相談支援事業における高等学校向けのライフデザインセミナー30 校の委託を
受けています。実際に２年間実施してみて、進学校からは 1 年目は依頼があったものの
2 年目には依頼はなく、その他の学校からは「妊娠しない方法」「性感染症」の話のほう
が重要との要望があり、ライフデザインセミナーとしてこれらの観点にも対応できるよう計画
を盛り込んでいただきたいと思います。 

（社福）⻑野県社会福祉協議会 

         ︓⼦どもの貧困対策、地域での⼦育て支援、保育等の⼈材確保・養成等に取り組んでい
ますが、計画策定に当たっては、現状調査をしっかり実施したうえで、引き続き継続すると
ころは継続し、新たに発生している問題として、強化すべきところは重点的に盛り込んで
いただきたいと思います。平成 29 年度事業の中で「保育⼠⼈材バンク事業」が計上され
ていますが、社会福祉協議会でも「福祉⼈材センター」というものがあり、保育⼠の確保・
育成・研修等も実施していますので、様々な団体との連携も踏まえた計画作りも必要と
考えております。 

（一社）⻑野県⼦ども会育成連合会 

         ︓⼦ども会育成連合会も、⻘少年育成県⺠会議と⼦ども・⼦育て応援県⺠会議両方に
参加しています。統合されると、自分たちとしても参加しやすくなると感じるところです。県
内のほとんどの市町村に⻘少年健全育成会・⼦ども会育成連合会といった組織がありま
すが、その中で、市町村や県との結びつきがうまくできていない状況です。現在では、一部
の地方事務所を除き、地方事務所を開催場所とした会議が開けなくなっています。以前
は、地方事務所において管内市町村や関係団体の集まった会議が開けていたので、再
考をお願いしたいと思います。⼦ども会育成連合会としては、市町村と連携した事業、さ
らには県と連携した事業を実施していきたいと考えておりますが、私どもといたしましては、
⼦どもに対する事業を、県として主体的に⾏っていないと感じております。その点を認識い
ただき、ぜひ協働して事業を実施していければと考えております。 

（一社）⻑野県私⽴幼稚園・認定こども園協会 

         ︓ 現在、⼦どもに関しては「信州型自然保育」ということで、⻑野県の豊かな自然の中で⼦
ども達がのびのびと遊ぶ中で気づき、学びあい、コミュニケーションをとるということを⼤切に
活動しております。そして、この活動が不登校やいじめをなくすことにつながるのではないか
と感じているところです。また保護者に対してアンケートを取った際、一番気にしていること
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は「安心・安全」、次に「コミュニケーション」でした。これは、顔が⾒える環境で、⼦どものこ
とについて話したいという気持ちの表れではないかと。現在はスマホ等で様々な情報が溢
れていますが、一番は、顔を⾒て⼈間同⼠で話すことが一番安心につながることだと感じ
ています。最後に、「わかりやすく説明すること」が⼤切だと考えます。当たり前のこと、当然
知っていることと思って話しても、今はみなさん分からない、知らないことが多いです。県とし
て多くの事業を実施していても、それが正しく伝わっていない、理解されていないのではな
いかと。それではせっかくの事業が無駄になってしまいます。わかりやすく丁寧に保護者の
方に伝えていけるよう努⼒していきたいと思っています。 

 ⻑野県中小企業団体中央会 

         ︓中央会では、「ながの⼦ども・⼦育て応援県⺠会議」の事業について、企業への周知・普
及に協⼒させていただいています。中央会のホームページに県⺠会議のバナーを設定した
り、県⺠会議の新たな取り組みなども、毎月発⾏している機関紙で特集を組んで広報す
るなど様々なことを考えています。今後は、主催するセミナーや研修でのチラシ配布なども
⾏っていきたいと思います。 

 ⻑野県農業協同組合中央会 

         ︓安全な農作物を作り食べてもらう活動をしており、その中でも、各農協で⼦どもたちの食
育支援活動を実施している。この事業についても、県との連携ができるのであれば、連携
方法を模索しながら、食を通してＪＡグループならではの活動で一緒に活動していきたい
と考えている。また、結婚支援について、農山村の男性は独身者が多いので、一緒に支
援できればとよいと思う。 

 NPO 法⼈⼦育て応援団ぱれっと 

         ︓先ほどの説明の中で、移住・定住の促進に関連して、今度結婚に絡めた交流会を開催
するとの話がありました。「ぱれっと」では、移住してきた方をサポートする場面がいくつかあ
るのですが、⼦育て世代が移住・定住を考える際に、「⼦育て」について、移住先で誰に
相談するかが⾒えないことが⼤きな不安要素となっています。市町村が窓口となっても、そ
の相談内容をどこにつなぐか、まではできていない。移住・定住した先で、⼦育てや学校に
ついてどこに相談し、誰が応援してくれるかが⾒えることが⼤切だと感じています。そこで、
説明会や交流会を開催する際にＮＰＯの⼦育て団体なども同席して、直接相手とつな
いでもらえると、移住する方も、受け入れる側も非常に安心なのではないかと思うのです
が。 

         続いて、「病児・病後児保育、ファミリーサポートセンター、放課後児童クラブなど多様な
保育サービスの取組支援」と掲載されていますが、これらのサービスは、実施されている、
だけでなく、内容を充実していくことが⼤切です。市町村が実施するだけでなく、⺠間が実
施できるのであれば、それを支援していく仕組みを構築していただきたいと思います。ファミ
リーサポートセンターも対応できる範囲が非常に狭く定義されているので、各家庭の要望
に応えられるよう、⺠間活⼒を利⽤した仕組みづくりをお願いします。 

         また、資料には掲載されていませんが、最近各市町村では「⼦育て広場」が増えていま
す。未就園児の親⼦が来て⼦供を遊ばせていますが、⼦どもが 2 歳くらいになる⺟親は、
「充実感がない」、「⼦どもがこれだけ育っているのに自分は何しているんだろう」、「働きた
いんだけど」という思いを抱えている方が多いです。初めは短時間就労で、次は⻑期にと
いう⺟親のニーズに「⼦育て広場」で対応（解消）できるような取組ができたらいいと思
います。 
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 ⻑野市⻑会︓市⻑会としての意⾒となると、それぞれの規模など異なるため難しいのですが、⻑野市とし
ては、中核市であり規模も⼤きく、結婚支援についても、今年度から「マリッジサポート課」
を設⽴し独⽴して取り組んでいるところです。⼦育てに関しても、中核市として他の市と比
べても比較的先進的な取組をしております。県内にはいくつもの市があり、市の規模により
サービスが異なっているのが現状と認識していますので、県が計画を策定する際には、広く
県内の市町村が取り組めるような計画としていただきたいと思います。さらに、市と県の役
割が明確になるとよいのではないでしょうか。⻘少年育成となると、教育委員会も関係して
きて、縦割り⾏政の弊害もでてきてしまう懸念があります。様々な機関・部局と連携が取
れるような計画としていただければありがたいです。 

 ⻑野県町村会 

       ︓高山村では出生数がだいぶ減っているにもかかわらず、保育所の入所数は増えています。
また第３⼦目という家庭も増えており、県事業として第 3 ⼦以降の保育料減免など経済
的支援を充実していただきありがたく思っているところです。⼦育て支援総合助成⾦など活
⽤する部分もあり、引き続き支援をお願いしたいと思っております。 

 ⻑野労働局︓労働局は、⾏政機関として、基本的に県の総合計画に協⼒する⽴場です。労働局の対
象は基本的に「働く⼈」と「働こうと思っている⼈」ですので、直接的に⼦どもに対する支援
は⾏っておりません。では、なぜこの会議に参加しているか、と考えると、「少⼦化対策」とい
うフィルターをかけるとわかってくるのではないかと。⼦どもが生まれない原因は、基本的には
有配偶者率が低下していること、第 2 ⼦が生まれないこと、と理解しています。いずれにし
ても、これらは、働くことが生活の基本にあり、その収入が不安定であることが原因になって
います。このような観点からできる限り協⼒させていただきたい。 

 ⾦山先生  ︓皆さんからの心強いご発言を伺って、これからの⻑野県、まだまだやることも可能性もたくさ
んあって、チャンスを活かしながら皆さんと連携してやっていけたらいいなと思いました。労働
局さんや、NPO 法⼈⼦育て応援団ぱれっとさんからもお話がありましたが、⼦育てをしなが
らきちんと仕事ができることで、経済的に安定していくことが非常に⼤事だと。経済的理由
から⽴ち⾏かなくなる家庭も多いので、男⼥とも⼦育てしながら働ける状況をどのように支
えていくか、をこれからも⼤事にしていきたいと考えています。私が理事をしております NPO

法⼈では、拠点としている広場でハローワークの方に参加いただき、⼦育て中の就職希望
の⺟親を対象としたハローワークの活⽤法講座を開催したり、市の保育課の方から、保育
園の空き情報や手続きについて説明していただいたり、そんな取組をしております。このよう
な取組も無料ではできないのですが、いろいろなところで取り組んでいければと思います。ま
た、ライフデザインセミナーについて、非常に⼤切な事業を助産師会や看護協会で実施さ
れているのだと伺っていましたが、別の切り口から、中学や高校で必修になっている家庭課
の保育の授業の取組として、自分たちが住んでいる地域の⼦育て支援にどのようなメニュー
があるのか生徒が調べ、実際にその場に⾏って体験することを通して、⼤⼈になったときの
将来設計として、⼦育てしながら仕事ができることを体験的に学ぶ授業が全国各地で実
施されているとも聞いております。体のことや医療関係の側面からだけでなく、世の中の支
援制度を知る側面もあわせ、両面からのアプローチが⼤切ではないかと感じました。 

森先生   ︓NPO 法⼈⼦育て応援団ぱれっとさんからも話がありましたが、生まれたての⼦どもを持つ親
と２歳児の⼦どもを持つ親では要望が⼤きく違うなと。先ほどの予算案の説明の中で情報
スキルを身に付けるという事業がありましたが、どのような状況にある⺟親なのか、その段階
段階でどのように応援していくのかが⼤事な観点なのかと感じました。また、資料３－１右
側に「主な達成状況」があります。数値目標は⼤切なものだと考えますが、数値の達成を
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図るとともに、その質の改善を図ることが必要となってくるのかなと。例えば、優待パスポート
の目標協賛店舗数は 5,000 店舗となっていますが、どんな業種に協賛いただくと⼦育て世
帯はありがたいのか、その業種に絞って開拓し、質的改善を図っていくことも⼤切だと考えま
す。さらに「社員の⼦育て応援宣言」、これも社員の⽴場からは、宣言をしても何をサポー
トしてくれているのか、という状況が多いのではないかと。これからは、自分たちの企業は何を
サポートしてくれるのだろうという観点を検討して情報交換していく必要があるのではない
か。この様な項目について内容的な精査をしていくことが必要であろうと考えます。 

早坂先生 ︓「ながの⼦ども・⼦育て応援総合計画」、ライフステージ切れ目のない支援を目標としている
こともあり、非常に広範な内容が盛りだくさんとなっておりますが、どの分野にも共通するの
は、基本目標「みんなで支える」、この概念なのかと理解しております。これまでの⼦育て、
就労、教育という時間をかけて私たちの常識の中に登録されてきたやり方を、発展的に改
善していかないと社会が維持できない状況に来ているのではないかと。特に私の専門で考
えると、「コミュニティースクール」、⻑野県では「信州型コミュニティースクール」事業ですが、
平成 29 年で小中学校 100％と目標設定されています。100％は難しいが、それに近い数
字はほぼ達成できるとの話は聞いているところですが、地域住⺠や保護者が学校運営に
参画していく、これも今までの教育のあり方を少し発展的に改善していくものに他なりませ
ん。「信州型コミュニティースクール」は制度であるため、「学校運営協議会」を学校内に設
置すれば認定されるものですが、制度が整っても、地域住⺠・保護者・先生方みんなが支
えるという発想に転換していかないと、うまく機能しません。全国のコミュニティースクールの成
⽴していくプロセスの中で、住⺠からのボトムアップで出来てきたものと、自治体や教育委員
会からのトップダウンで出来てきたものでは、その成果に有意な差が出ることがわかってきてい
ます。⻑野県も、県主導でコミュニティースクールを推進しているところですが、100％になっ
たところでようやくスタートなのかなと。100％になった後に、いかに地域住⺠と保護者と教員
がともに支えあって教育に関わっていこうとするかという意識改⾰、市町村や地域の熱を高
めていく運動が併せて必要となってくると感じています。 

⻄山部会⻑︓ありがとうございました。最後になりますが、⼤きな計画を来年度策定するということで、「結
婚・妊娠・出産・育児・貧困・虐待」様々なキーワードの中でそれぞれ進めていくことになる
と思いますが、最後には、お⾦がないとだめだろうな、と。結局そこに⾏きつくような、体⼒の
ある市町村、体⼒のある都道府県、保育⼠の給与ひとつ⾒ても、東京都は来年度から 2

万円上げる。国と合わせれば 2 万 6 千円あがると。すると周辺市町村から保育⼠がいなく
なってしまう。一方においては財政的支援、経済的支援がメリハリのきいた支援となると思
います。もう一点、精神的な側面として、「自尊感情」「自己肯定感」がキーワードになって
くるのではないかと。これを小中高校生からしっかりと育てていくことが、将来の結婚・出産に
肯定的に結びついていくということがよく言われています。これは 3 年、5 年計画でということ
は難しいかもしれませんが、地味ではあっても、「自尊感情」「自己肯定感」を育むということ
が、虐待や貧困や結婚・出産のどこかに繋がっていくのではないかと考えています。「⼦育て
安心県」の「安心」の中には、「自分が自分らしく生きることができる」ということが含まれてい
ると思うので、このあたりも考えていければと思います。 

（４）その他 

事務局   ︓本年度の⼦ども・⼦育て支援部会については、本⽇が最後となります。 

来年度は、「将来世代応援県⺠会議（仮称）」への統合を予定しており、必要に応じ
て、個別にご説明させていただくこともあるかと思いますので、ご理解・ご協⼒をお願いしま
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す。また、例年 6 月に総会を開催してきましたが、来年度は 5 月 26 ⽇（⾦）13:30 か
らの開催を予定しております。その中で統合に係る議題につき決議いただき、その後、6

月に新しい統合後の「将来世代応援県⺠会議（仮称）」の総会を開催する予定で
す。 

４ 閉会 

⻄山部会⻑︓以上を持ちまして、第 2 回⼦ども・⼦育て支援部会を終了いたしますが、この後、引き続き
第 3 回の⼦どもの貧困対策部会が⾏われますので、10 分の休憩をはさみ、席にお戻りいた
だきますようお願いします。 


