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２ 子育て・子育ちを語る広場 

(1) 開催概要 

１ 専門部会の開催概要 

(1) 平成 19 年度 

地域子育て支援部会 

・第１回  19 年 8 月 30 日（木）  

・第２回  19 年 10 月 9 日（火）  

・第３回  19 年 11 月 20 日（火）  

・第４回  19 年 12 月 19 日（水）  

・第５回  20 年 2 月 13 日（水）  

１ 情報発信 

 ・的確な発信（本当に必要な保護者に伝わっているか） 

 ・ガイドブックの充実・周知 

 ・ネットワークの構築 

 ・子育て支援センターの役割 

２ 保育サービス 

 ・病児・病後児保育、休日保育、一時保育の拡大 

 ・学童保育（対象年齢拡大、民間事業のＰＲ） 

 ・企業の理解 

３ 託児サポート 

 ・ファミリー・サポート・センター 

 ・サポーターの養成、ボランティアの活用 

 ・助け合い（お互いさまの精神） 

４ 特別な支援 

 ・親の受容、大人の関わり方（教諭・保育士研修） 

 ・行政内部の情報共有と関係機関（団体）との連携 

 ・児童デイサービスセンター、タイムケア 

 ・須高地域自立支援協議会との連携 

５ 世代間の伝承（智恵・経験） 

 ・異世代交流（高齢者、先輩ママ） 

 ・「母親力」「人間力」を身につける（真に必要なサービスが提供されているか？） 

６ 地域 

 ・ネットワーク＜“知る”ことからの連携＞ 

（サークル、ボランティア、民生児童委員・主任児童委員の活動） 

 ・困った時に「助けて」と言える地域 

７ 経済的負担の軽減 

 ・出産一時金 

 ・福祉医療費窓口無料化、対象年齢の引き上げ 

 

母子健康増進部会 
・第１回  19年 9月 6日（木） 

・第２回  19年 10月 30日（火） 

１ こんな大人になってほしい 

 ・ルールを守ることができる大人、人の気持ちがわかる大人 

 ・生きる力を身につけた大人 

 ・自立、自己決断できる大人 

２ どんな子育てができたらよいか 

 ・子どもの言葉を聞く姿勢が大切 

 ・愛されているという実感を子どもにどう伝えていくか 

 ・プラスの言葉 

 ・誉める・誉められる経験 

 ・聞き上手 

３ 情報 

 ・妊娠初期からの体づくり（マタニティセミナーの充実） 
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 ・「子育てガイドブック」の有効利用（対象、タイミング） 

 ・もぐもぐ離乳食講座の継続 

 ・応急手当についての情報提供 

 ・情報提供ツールの検討（携帯・パソコンへメールマガジンの配信） 

 ・不妊治療相談 

４ 安全 

 ・幼児の遊び場の安全確保（子育て支援センター、児童センター、百々川緑地等） 

 ・公園遊具の充実、整備（“危険”を学習） 

５ 安心 

 ・緊急時のサポート（病児保育、ファミリー・サポート） 

 ・集う場の利用しやすさ 

 ・保育所の柔軟な受入（保育に欠ける事由、途中入園、一時保育） 

 ・福祉医療費給付金の対象年齢引き上げ 

 ・須坂病院産科問題（院内助産院、妊産婦の意識） 

 

教育部会 

・第１回  19年 8月 28日（火）  

・第２回  19年 10月 5日（金） 

・第３回  19年 10月 31日（水） 

・第４回  19年 12月 14日（金） 

・第５回  20年 2月 7日（木） 

１ 家庭 

 ・家庭に重心（子育ての基本） 

 ・親を育てる（親を変えてく） 

 ・子育てセミナーの工夫（題材、対象年齢、参加しない親に対する「親育て」） 

・食育の推進 

 ・読書好きの子ども、「テレビを消す」運動（団欒） 

２ 地域 

 ・世代間交流が困難（地域に子どもの姿がない） 

 ・あいさつ運動の推進 

 ・環境、社会状況の変化（安全） 

 ・外で遊ばない、群れにならない（一人ひとりがゲーム） 

３ 体験 

 ・農業小学校 

 ・ガマンさせる（子どもに親が手を出しすぎる） 

 ・上級生が下級生に教える場がない 

 ・遊具による事故（危険を学習する機会がない） 

 ・子どもフェスティバル等の充実やリーダー研修の活用 

４ 相談 

 ・教育相談等の方法の周知、ＰＲ 

 ・相談員、カウンセラーの増員 

５ 放課後 

 ・居場所（放課後子どもプラン）づくり 

 ・児童クラブの充実 

 ・指導者の養成 

 

生活・安全部会 

・第１回  19年 9月 27日（木） 

・第２回  19年 11月 14日（水） 

・第３回  20年 1月 23日（水） 

・第４回  20年 2月 27日（水） 

１ 安全 

 ・「子どもを守る安心の家」「防犯ステッカー」「青色パトカー」の取組み 

 ・あいさつ運動の推進 

 ・防犯ボランティア、安全パトロール隊、育成委員会の活動 
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 ・保護者の取組みの重要性（地域ボランティアとの合同パトロール、意見交換など） 

・交通マナーの向上（高校生の自転車） 

 ・中学生に対する不審者対応の啓発 

２ 健全育成 

 ・街頭巡視補導活動のＰＲ 

 ・善行賞の継続（子どもに注意を払う、関心を寄せる） 

・中・高校生の集う場、施設の必要性 

 ・高校生・大学生ボランティアの活用 

・若い世代の社会参加、経験 

 ・「家庭教育手帳」（文部科学省）の活用 

３ 働きかた 

 ・企業への取組みへの要望 

 ・男女が協力して子育てできる社会の実現 

 ・中小企業が取り組む困難さ（助成制度） 

４ 施設整備 

 ・歩道の整備 

 ・通学路等の街灯の整備 

 ・未就学児など幼児の遊び場の充実 

 ・保護者が集える場の確保（空き店舗活用） 

 ・市営住宅整備（若い世帯向け住宅、防犯面からの管理） 

 

(2) 平成 20 年度 

地域子育て支援部会 

・第１回  20 年  9 月 10 日（水）  

・第２回  20 年 10 月 ９日（木） 

・第３回  20 年 12 月 １日（月） 

１ ファミリー・サポート・センターについて 

 ・育児サポート団体、育児サークル、保育所や児童クラブ等との連携 

 ・コーディネーターの役割（市内の支援サービスを熟知し、繋げていく） 

２ 保育園 

 ・病児、病後児保育の需要 

 ・保育所の柔軟な受入（保育に欠ける事由の取扱い） 

 ・未満児の一時保育実施園の増加 

３ 情報 

 ・各種相談先のＰＲ、電話相談したい場合の総合窓口(子育て 110 番) 

 ・情報発信方法の検討（チラシ設置、回覧版、市報のコーナー） 

 ・支援者側が相談したり情報交換する場の必要性 

４ 社会環境 

 ・子育て中の社員に対する企業の理解 

 ・子育て中でも働きやすい環境のために企業への働きかけが必要 

 

母子健康増進部会 ・第１回  20年 10月 21日（火）  

１ 遊び場 

 ・児童センターの整備（広さ、駐車場の確保など） 

 ・公園遊具の充実 

２ 保育園 

 ・保育所の柔軟な受入（保育に欠ける事由の取扱い、途中入園、一時保育） 

３ 情報 

 ・母親が学べる場の提供 

（子育て支援センターのミニ講座、マタニティーセミナーのＰＲ） 

 ・情報提供ツールの検討（携帯・パソコンへメールマガジンの配信、市報） 
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教育部会 
・第１回  20年 10月 22日（水）  

・第２回  20年 11月 17日（月） 

１ 地域 

・放課後子どもプランの継続（地域の指導員や保護者のかかわり） 

２ 障がいを持つ子ども 

 ・スポーツ体験の充実（指導者の研修、参加できる場を増やす） 

 ・乳児から高校卒業、就職までの継続した支援 

 ・障がいを持つ子どもに関わる関係者の連携 

 ・早期発見、早期療育のための親への関わり方 

３ 食育 

 ・食育について積極的に学ぼうとしない保護者への啓発方法 

４ 教育全般 

 ・子どもたちの学校での活動を、学校側が保護者に伝える努力 

 ・保護者とどう連携していくか 

 

生活・安全部会 ・第１回  20年 10月１日（水）  

１ 社会環境 

 ・公共施設や商業施設のユニバーサルデザイン化 

 ・子育て中の社員に対する企業の理解 

・父親が育児参加できる社会（出産休暇や育児休暇の取得） 

 ・子ども連れの母親たちが集える場所の必要性（既存の施設の利用しやすさ） 

 

(3) 平成 21 年度 

地域子育て支援部会 

・第１回  21年 7月 29日(水)  

・第２回  21年 8月 26日(水)  

・第３回  21年 10月 26日(月)  

・第４回  21年 12月 15日(火) 

１ 次世代育成支援行動計画主要事業実績の評価について 

２ 後期行動計画について 

 ・養育支援訪問事業 

 ・子育て支援センター 

 ・情報提供 

 ・病後児保育 

 ・保育園の統合、民営化 

 ・公園の遊具・管理 

 ・要保護児童 

３ 須坂市次世代育成支援行動計画後期計画（素案）について 

 ・基本理念 

 ・保育サービスの充実 

 ・団体のネットワーク、情報の共有 

 ・遊具などの貸出し 

 ・特別な支援が必要な児童、保護者への支援 

 

母子健康増進部会 

・第１回  21 年 8 月 7 日(金)  

・第２回  21 年 10 月 16 日(金)  

・第３回  21 年 12 月 24 日(木) 

１ 次世代育成支援行動計画主要事業実績の評価について 

２ 後期行動計画について 

 ・情報の提供 

３ 須坂市次世代育成支援行動計画後期計画（素案）について 

 ・基本目標 

 ・託児サービス 



資料‐32 

 

 ・子どもの事故 

・養育支援訪問事業 

 ・思春期セミナー 

 ・医療機関のかかり方 

 

教育部会 

・第１回  21年 8月 10日(月) 

・第２回  21年 11月 6日(金)  

・第３回  21年 12月 16日(水) 

１ 次世代育成支援行動計画主要施策の評価について 

２ 後期行動計画について 

 ・中高生赤ちゃんふれあい事業 

 ・スクールカウンセラー 

 ・スポーツ参加 

 ・健全育成 

 ・放課後の居場所 

３ 須坂市次世代育成支援行動計画後期計画（素案）について 

 ・基本理念 

 ・基本目標 

 ・家庭の教育力向上支援 

 ・地域の教育力向上 

 

生活・安全部会 

・第１回  21年 8月 4日(火)  

・第２回  21年 10月 21日(火) 

・第３回  21年 12月 14日(月)  

１ 次世代育成支援行動計画主要施策の評価について 

２ 後期行動計画について 

 ・居住環境 

 ・市民バス 

・チャイルドシート 

・交通安全（自転車） 

 ・防犯活動 

・防犯灯 

３ 須坂市次世代育成支援行動計画後期計画（素案）について 

 ・弟５次総合計画との整合性 

・防犯活動 

・バリアフリー 

・通学路 

 

 

２ 全体会の開催状況 

(１) 平成 19 年度 

・第１回  平成 19 年８月１日(水) 

１ 「子育て・子育ちを語る広場」の設置について説明 

２ 須坂市における子育て支援等の状況について 

３ 正副会長、部会長の選出 

 

・第２回  平成 20 年３月 26日(水)   

１ 各部会の協議内容について報告 

２ 市の実施する事業内容について説明 

 ・防犯活動団体のネットワークづくり 

 ・高校生などの自転車 
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・ぼり旗の規制 

 ・20・21年度の部会の持ち方 

 

(2) 平成 20 年度 

・第 1回  平成 20 年８月 27日(水) 

１ 須坂市次世代育成支援行動計画の進捗状況について 

・乳幼児全戸訪問の訪問時期及びマタニティーセミナー 

・学校と地域及び家庭の連携強化 

・子育てパンフレット 

２ 19年度子育て・子育ちを語る広場での意見・要望等について 

・部会のテーマ 

・食育 

・学校給食 

・子育てセミナー 

３ ファミリー・サポート・センターについて 

 ・ネットワーク化と情報の共有 

 ・子育て支援センター 

 

・第２回 平成 21年３月 23日(月) 

１ 各部会の開催状況について 

２ 21年度予算（案）の概要 

３ 須坂市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定について 

・ニーズ調査 

・部会の検討テーマ 

４ 須坂市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定について 

 

(3) 平成 21 年度 

・第１回  平成 22 年 3 月 19 日（金） 

１ パブリックコメントの実施結果について 

２ 須坂市次世代育成支援行動計画（後期計画）案について 

 


