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  資料編 

１  策定経過 

 

開催日 審議内容等 

平成 25 年 12 月 9 日 

    ～12 月 24 日 

子育て支援に関するニーズ調査実施 

調査対象 

平成 25 年 11 月 19 日時点の住民基本台帳に記載されている、 

東浦町在住の０歳～５歳までの子どもの保護者 

配布 1,000 通 回収 536 通 回収率 53.6％ 

平成 26 年 5月 15 日 

平成 26 年度 第１回東浦町子ども・若者会議 

・子ども・子育て支援新制度について 

・計画策定スケジュールについて 

・子ども・子育てに関するニーズ調査結果について 

平成 26 年 7月 23 日 

平成 26 年度 第２回東浦町子ども・若者会議 

・子ども・子育て支援事業計画の骨子案について 

・見込量とその確保方策について 

・条例について 

平成 26 年 10 月 30 日 
平成 26 年度 第３回東浦町子ども・若者会議 

・子ども・子育て支援事業計画の素案について 

平成 26 年 12 月 17 日 

～平成 27 年 1月 16 日 

東浦町子ども・子育て支援事業計画（案）に対するパブリックコメント

の実施 

平成 27 年 2月 9日 
平成 26 年度 第４回東浦町子ども・若者会議 

・子ども・子育て支援事業計画の最終案について 
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２ 東浦町子ども・若者会議条例 

平成26年3月19日 

条例第3号 

(設置) 

第1条 子ども及び若者に関する施策を総合的に推進するため、次に掲げる規定に規定する合

議制の機関として、東浦町子ども・若者会議(以下「子ども・若者会議」という。)を置く。 

(1) 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条 

(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項 

(3) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第19条第1項 

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項 

(所掌事務) 

第2条 子ども・若者会議は、町長又は教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事務を処理す

る。 

(1) 地方青少年問題協議会法第2条第1項各号に掲げる事務 

(2) 次世代育成支援対策推進法第21条第1項に規定する措置について協議を行うこと。 

(3) 子ども・若者育成支援推進法第20条第1項に規定する情報の交換及び協議を行うこと。 

(4) 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。 

(組織) 

第3条 子ども・若者会議は、委員20人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子どもの保護者 

(4) 公募により選考された者 

(5) 町の職員 

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

(任期) 

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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(会長及び副会長) 

第5条 子ども・若者会議に会長及び副会長1人を置く。 

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから、会長が指名する。 

3 会長は、会務を総理し、子ども・若者会議を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第6条 子ども・若者会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長

がその議長となる。 

2 子ども・若者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 子ども・若者会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

4 子ども・若者会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

(秘密保持) 

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

(庶務) 

第8条 子ども・若者会議の庶務は、健康福祉部児童課において処理する。 

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・若者会議の運営に関し必要な事項は、会長が子

ども・若者会議に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 

(東浦町青少年問題協議会条例の廃止) 

2 東浦町青少年問題協議会条例(昭和29年東浦町条例第46号)は廃止する。 
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３ 東浦町子ども・若者会議委員名簿 

                                 （敬称略） 

氏  名 所属団体等 備考 

久米  弘 コミュニティ連絡協議会  

神谷 英一 東浦町社会福祉協議会 会長 

岡本 嘉仁 東浦町医師団  

泉  洽二郎 民生・児童委員児童福祉部会  

山﨑 宏子 主任児童委員  

平林 満江 東浦町更生保護女性会  

野村 美鈴 保育園母の会連絡協議会  

鈴木 了三 PTA 連絡協議会  

山﨑 紀恵子 NPO 法人 絆  

加藤 龍雄 子ども会連絡協議会  

友永 涼子 子育てネットワーカー  

成田 盛雄 東浦町商工会  

中村 浩二 校長会  

本多 紀代子 ～平成 26 年 6 月 30 日 

岡本 貴裕 

東ヶ丘幼稚園 

平成 26 年 7 月 1 日～ 

小林 久枝 
副会長 
～平成 26 年 9 月 30 日 

水野 善久 

教育委員会 
副会長 
平成 26 年 10 月 1 日～ 

石原 弘幸 社会教育委員  

鈴木 てる子 青少年育成地域推進員  

加藤 典一 少年補導委員  

近藤 厚子 東浦町保育士  
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４ 用語解説（50音順） 

 

【あ行】 

 

ＮＰＯ法人 

民間非営利組織、ノンプロフィット・オーガニゼーション(Non-Profit Organization) の

頭文字をとったもの。営利を目的とせず、社会的な活動を行う民間組織。平成 10 年に制

定された特定非営利活動促進法により、法人格(特定非営利活動法人)の取得が容易になっ

た。 

 

【か行】 

 

確認を受けない幼稚園 

新制度において施設型給付費の支給対象幼稚園として確認を受けない幼稚園のこと。 

 

家庭的保育事業 

定員１～５人の少人数保育。保育者の居宅、その他の場所において行われる小規模の異年

齢保育のこと。原則、０～２歳児までの事業。 

 

協働 

地域の課題解決に向けて、行政、地域組織、NPO、ボランティア、事業者等の異なる組織

が相互を理解し合い、自立した対等な立場で役割分担を行い、相乗効果を発揮するような

協力や連携をすること。 

 

居宅訪問型保育事業 

保育を必要とする子どもの居宅で実施する保育のこと。原則、０～２歳児までの事業。 

 

合計特殊出生率 

人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子どもの数を示す。女性が出産可能な年齢

を 15 歳から 49 歳までと規定し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口

構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産む子どもの数の平均を求めたもの。 

 

子育てサロン 

子育て中の親子が気軽に集まって、話をしたり遊んだり、地域で仲間づくりと情報交換が

できる場所。 
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【さ行】 

 

事業所内保育事業 

事業所の従業員の子どもと、地域の保育を必要とする子どもを対象とした保育のこと。原

則、０～２歳児までの事業。 

 

社会資源 

生活する上での様々なニーズや問題の解決のために使われる各種の施設、制度、機関、知

識や技術などの物的・人的資源等の総称。 

 

主任児童委員 

民生委員、児童委員の中から厚生労働大臣に指名されて、児童福祉に関する事項を専門に

担当する。 

 

小規模保育事業 

定員６～19 人の少人数で行う保育のこと。人員基準や設備基準の違いにより、Ａ型、Ｂ

型、C 型がある。原則、０～２歳児までの事業。 

 

ショートステイ事業 

保護者が疾病その他の理由により、児童を養育することが一時的に困難になった場合に、

その児童を宿泊で預かる制度。 

 

総合学習 

児童・生徒の「生きる力」の育成をめざし、各学校が創意工夫を生かして、これまでの教

科の枠を越えて行う学習のこと。総合的な学習の時間ともいう。 

 

【た行】 

確かな学力 

知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、

主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの。 

 

トワイライトステイ事業 

保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間に不在になった場合に、その児童を夕方か

ら夜にかけて預かる制度。 

 

【な行】 

認可保育所 

保護者や同居の親族が仕事・病気などで、昼間にお子さんを保育できない場合に、保護者

に代わって保育する児童福祉施設。 
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認定こども園 

保育所と幼稚園の機能を併せ持つ施設。 

 

認可外保育施設 

児童福祉法第 39 条に規定する業務（就学前児童の保育）を目的とする施設で、同法第

35 条第 4 項の規程に基づく認可を受けていない保育施設。乳幼児の定員が 6 人以上の施

設など、一定の条件を満たすものは都道府県への届出が必要となる。 

 

【は行】 

不登校 

何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいは

したくてもできない状態（病気や経済的な理由によるものを除く）にあること。 

 

放課後子ども総合プラン 

全ての児童（小学校に就学している児童をいう。以下同じ。）の安全・安心な居場所を確

保するため、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備を

進め、平成 31 年度末までに、国全体の放課後児童クラブについて、約 30 万人分を新た

に整備するとともに、すべての小学校区で、放課後児童クラブ及び放課後子供教室を一体

的に又は連携して実施し、うち一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室（全ての児

童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事業を実施し、共働き家

庭等の児童を含めたすべての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参加できるもの）

について、1 万か所以上で実施することを目指すもの。 

新たに放課後児童クラブ又は放課後子供教室を整備する場合には、学校施設を徹底的に活

用することとし、新たに開設する放課後児童クラブの約８０％を小学校内で実施すること

を目指す。 

既に小学校外で放課後児童クラブを実施している場合についても、ニーズに応じ、小学校

の余裕教室等を活用することが望ましい。 

 

【ま行】 

民生委員・児童委員 

「民生委員法」「児童福祉法」によって設置された厚生労働大臣から委嘱されている委員。

社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、

もって社会福祉の増進に努めるものとされており、地域住民を支援する。困りごとを解決

するために、福祉の制度など、さまざまな支援サービスを紹介する。 
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【や行】 

幼稚園における一時預かり（預かり保育） 

保護者の要請等により、幼稚園において通常の教育時間終了後に希望者を対象として行う

教育活動のこと。 

  

【ら行】 

療育 

発達に支援の必要な子どもが社会的に自立することを目的として、子どもの持っている能

力を充分に発揮できるよう援助すること。 

 

【わ行】 

ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和と訳され、働く全ての人が「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、

地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生

き方のこと。 

 


